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『Hyper-V Cloud 展開ガ

ド』は、以下の点を中

心に IT プロフェッショナ

ルを支援することを目的

とします。 

 マクロソフトの仮想

化テクノロジをベース

にしたプラベート 

クラウド ソリュー

ションの計画と展開に

関するベスト プラク

テゖスを紹介して展開

を迅速化する  

 サーバー仮想化シナリ

オを実現するための方

法論を示してトレーニ

ング コストを削減する 

 マクロソフトの設計

者やコンサルタントが

経験した問題や解決法

の実例を紹介してリス

クを軽減する 

 

 

 

 

 

 

 
はじめに 

『Hyper-V Cloud 展開ガド』では、プラベート クラウド ンフラストラク

チャの実装時に必要なンストールと構成に関する考慮事項の概要を示します。コ

ンポーネントごとに、説明する製品のンストールと構成に関するその他のリソー

スの参照先も示します。 

このガドでは、ンフラストラクチャの主要コンポーネントの概要とンストー

ルの手順について説明し、Microsoft Windows Serve
®
 2008 R2 Hyper-V™ オペ

レーテゖング システム、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2、

および System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 2.0 

を含むコンポーネントの初期構成に関するガダンスを示します。 

この『展開』ガドは、Microsoft Consulting Services が 82 か国以上で数年に

わたってサーバー仮想化を提供する際に活用したフレームワークを基に作成された

『Microsoft Hyper-V Cloud 展開ガド』を構成する 5 つのモジュールのうちの 

1 つです。 
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コンポーネントの概要 

Microsoft Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™  

ホスト サーバーは、動的な仮想ンフラストラクチャを構成する重要なコンポー

ネントの 1 つです。Windows Server® 2008 R2 Hyper-V™ テクノロジを実行す

るホスト サーバーは、仮想マシン (バーチャル マシン) ゲストを実行するための

基盤を提供すると共に、ゲストと Microsoft® System Center Virtual Machine 

Manager との間の管理ンターフェスを提供します。 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V のンストールと構成を開始する

方法の詳細については、以下を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732470(WS.10).aspx 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 

仮想ンフラストラクチャを管理するための主なツールは System Center Virtual 

Machine Manager です。System Center Virtual Machine Manager は、小規模

環境向けの単一サーバーから、数千のバーチャル マシン を実行する数百のホスト

を管理する分散型エンタープラズ環境まで、さまざまな規模の仮想環境に対応し

ます。 

Virtual Machine Manager の主な特徴を以下に示します。 

 Windows Server® 2008 Hyper–V™ および Microsoft Hyper-V Server 

で実行されるバーチャル マシンの管理を目的とした設計 

 Microsoft Virtual Server および VMware ESX で実行されるバーチャル マ

シンの仮想化サポート 

 仮想ンフラストラクチャへの物理サーバー統合のエンド ツー エンド サ

ポート 

 仮想ンフラストラクチャの動的で応答性の高い管理を実現するためのパ

フォーマンスとリソースの最適化 (PRO) (System Center Operations 

Manager が必要です) 

 最適な物理ホスト サーバーへの仮想ワークロードのンテリジェント配置 

(Intelligent Placement) 

 仮想データ センターのすべての構成要素を一元管理するための完全なラ

ブラリ 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732470(WS.10).aspx
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System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 のンストールと構成を開

始する方法の詳細については、以下を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/vmm/default.aspx 

SCVMM 2008 R2 セルフサービス ポータル 2.0 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 

2.0 を使用すると、IaaS (Infrastructure as a Service) をエンタープラズ デー

タセンターからエンタープラズ内の部門に提供できます。組織内の各グループが

セルフサービス ポータルを使用して IT ニーズを独自に管理する一方で、一元化さ

れたンフラストラクチャ組織によって物理リソース (サーバー、ネットワーク、

および関連ハードウェゕ) プールの管理が行われます。 

セルフサービス ポータルは 4 つのコンポーネントで構成されています。 

 VMSSP Web サイト: セルフサービス ポータルへのユーザー ンター

フェスを提供する Web ベースのコンポーネント。ンフラストラクチャ

管理者は、VMMSP Web サトを介して、セルフサービス ポータルでの

ンフラストラクチャ資産のプール、バーチャル マシン ゕクションの拡張、

部門およびンフラストラクチャ要求の作成、要求の検証と承認、バー

チャル マシンのプロビジョニング (セルフサービス バーチャル マシン プ

ロビジョニング機能を使用) などのさまざまなタスクを実行できます。管理

者は、VMMSP Web サトを使用して、これらのタスクに関連する情報を

表示することもできます。 

 VMMSSP データベース: 構成された資産、部門や要求に関連する情報、お

よびさまざまな部門にプロビジョニングされた内容に関する情報を保存す

る SQL Server データベース。このデータベースには、既定およびカスタ

ムのバーチャル マシン操作やセルフサービス ポータルの構成に関連するそ

の他の情報をエンコードする XML も保存されます。 

 VMMSSP サーバー: ユーザーが VMMSP Web サトを介して要求する既定

およびカスタムのバーチャル マシン操作を実行する Windows サービス。 

 VMMSSP レポート ダッシュボード: Windows SharePoint Services 3.0 

SP2 上に構築されたレポート サービス。ダッシュボードには、すぐに使え

るレポートに加えて、カスタム レポートをすばやく作成する機能が用意さ

れています。 

セルフサービス ポータル システムに登録した部門は、ポータルを使用して以下の

ことを行うことができます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/systemcenter/vmm/default.aspx
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 新規インフラストラクチャまたはインフラストラクチャ コンポーネントへ

の変更を要求する際に標準化されたフォームを使用する。各部門はンフ

ラストラクチャ管理者に要求を提出できます。標準化されたフォームを使

用することにより、ンフラストラクチャ管理者は詳細について部門に繰

り返し問い合わせる必要なく、要求を実現するために必要なすべての情報

を収集できます。 

 バーチャル マシンを作成して管理する。VMMSSP Web サトには、各部

門がバーチャル マシンを作成するために使用できるセルフサービス型のプ

ロビジョニング フォームが用意されています。部門からバーチャル マシン

の作成要求が提出されると、セルフサービス ポータルは自動化されたプロ

ビジョニング プロセスを開始し、手動プロセスよりも迅速かつ効率的に

バーチャル マシンを作成します。 

 バーチャル マシン管理の詳細を委任する。各部門は独自の管理者、高度な

オペレーター、およびユーザーを指定できます。 

ンフラストラクチャ管理者は、セルフサービス ポータルを使用して以下のこと

を行うことができます。 

 既定のバーチャル マシン操作をデータセンターに合わせて拡張する。テク

ノロジ パートナーやハードウェゕ ベンダーと協力して、バーチャル マシ

ンを作成および管理するためにセルフサービス ポータルが使用する標準の 

"操作" を変更できるので、特定の記憶域ネットワーク (SAN) や負荷分散機

能などを使用するようにセルフサービス ポータルを拡張できます。 

 部門の登録およびそのニーズの定義を行うプロセスを簡略化する。セルフ

サービス ポータルは、部門に関する情報に加えて、部門がセットゕップを

希望するリソースに関する情報を収集します。 

 部門のリソースの検証およびプロビジョニングのプロセスを簡略化する。

データセンター管理者は、セルフサービス ポータルを使用して、部門の要

求に基づいてリソースを割り当てることができます。 

 リソースの変更プロセスを管理する。リソースの変更は要求/承認のラフ

サクルに従い、要求はデータベースに記録されます。 

 ダッシュボードを使用してレポートを参照する。管理者は "既定" のレポー

トを参照して、SSP 環境内の相対的なリソース消費を評価できます。ま

た、SharePoint Server Dashboard Configuration Web パーツを使用し

てカスタム ダッシュボードを作成できます。 
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前提条件 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 には、さまざまな機能が搭

載されていますが、このドキュメントでは、System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 をスタンドゕロンの Hyper-V ホストと共に使用し、Hyper-V 

ホスト上におけるバーチャル マシンの自動化されたプロビジョニングをセルフ

サービス ポータル v2.0 で管理することを中心に説明します。また、物理から仮想

および仮想から仮想へのサーバー統合の方法についても説明します。 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager は、Windows® Server お

よび Microsoft® System Center フゔミリ製品の最新の機能および利点を活用す

るように設計されています。この点を踏まえて、SystemCenter Virtual Machine 

Manager は Windows Server® 2008 または Windows Server® 2008 R2 にの

みンストールされ、SSP 2.0 の要件似対応するために Microsoft® SQL Server® 

2008 を使用してンストールされます。 

 

ホストとホスト グループ 

ホストの追加 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 管理者コンソールを

使用すると、次の種類のバーチャル マシンを Virtual Machine Manager Virtual 

Machine Manager に追加できます。 

 Active Directory® ドメン サービス (Active Directory) ドメンに配置

された Windows ベースのホスト 

 境界ネットワークに配置された Windows ベースのホスト 

 VMware ESX Server (VMware Virtual Center が必要です) 

注: このドキュメントでは、Windows ベースのドメンに参加しているホストの

みを対象とします。 

Windows ドメインに参加しているホストを追加する 

Active Directory® ドメン サービス ドメンにある 1 つ以上のバーチャル マシ

ンのホストを追加するには、次の手順を使用します。ドメンは信頼される側のド

メンでも信頼関係のないドメンでもかまいません。 

ドメン内のバーチャル マシンのホストを追加するには: 
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 Virtual Machine Manager 管理者コンソールの操作ウゖンドウで、[ホス1.

トの追加] をクリックしてホストの追加ウゖザードを開きます。 

 
 

 [ホストの場所の選択] ページで、[Active Directory ドメン上の 2.

Windows Server ベースのホスト] をクリックし、ホストに対する管理者

権限を持つドメン ゕカウントの資格情報を入力して、[次へ] をクリック

します。 

注: 同時に複数のホストを追加するには、選択したすべてのホストに対す

る管理者権限を持つドメン ゕカウントの資格情報を入力する必要があり

ます。 
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 [ホスト サーバーの選択] ページで、[ドメン] ボックスに完全修飾ドメ3.

ン名を入力し、次のいずれかの操作を実行します。 

 [コンピュータ名] ボックスに、指定したドメン内にあり Virtual 

Machine Manager に追加するホストのコンピューター名を入力し、

[追加] をクリックします。 

 [検索] をクリックして [コンピュータの検索] ダゕログ ボックスを開

き、ホストとして追加するコンピューターを検索します。詳細について

は、ヘルプ フゔルの「ホストを検索する方法」を参照してください。 

注: 複数のホストを同時に追加した場合、それらのホストは、同じホ

スト グループ、VMRC ゕクセス構成 (Windows Virtual Server を実

行しているホストの場合)、およびバーチャル マシンの既定のパスを

共有します。ホストを追加した後、各ホストのプロパテゖを変更する

ことで、ホストのプロパテゖを個別に変更できます。詳細について

は、ヘルプ フゔルの「ホスト グループのプロパテゖを変更する方

法」を参照してください。 
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 Virtual Machine Manager のクラスター検出警告で、[はい] をクリック4.

します。 

 
 

 クラスター名を使用して追加されたホスト クラスターは単一ホストとして5.

表示され、すべてのノードはかっこ内に列挙されます。 
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  [構成設定] ページで、次の操作を行います。 6.

 [ホスト グループ] の一覧から、ホストを含むホスト グループを選択

するか、既定のホスト グループであり、すべてのホストとホスト グ

ループの親ホスト グループでもある [すべてのホスト] をそのまま使

用します。 

 ホスト グループによってホスト予約が判断されます。 

 追加するコンピューターの中に現在別の Virtual Machine Manager 

サーバーで管理されているホストまたはラブラリ サーバーがある場

合は、[ホストと Virtual Machine Manager サーバーを再関連付けす

る] チェック ボックスをオンにして、これらのホストの Virtual 

Machine Manager エージェントを現在の Virtual Machine Manager 

サーバーと関連付けます。 
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 [ホストのプロパテゖ] ページで、次の操作を行います。 7.

 [次のパスを追加] ボックスで、ホスト上に展開されるバーチャル マ

シンを保存するための既定のバーチャル マシン パスを 1 つ以上指定

します。 

注: ホストの追加ウゖザードでは、指定した既定のパスに対応した

フォルダーは、ホスト上には自動的に作成されません。このフォル

ダーは、既定のパスを使用してホスト上にバーチャル マシンを保存す

る前に手動で作成する必要があります。 

 [リモート接続] 領域で、[これらのホストのバーチャル マシンへのリ

モート接続を有効にする] チェック ボックスがオンになっているこ

と、および既定でポート 2179 を使用することを確認します。リモー

ト接続を無効にする場合は、チェック ボックスをオフにします。別の

ポートを使用するには、[リモート接続ポート] ボックスに 1 ～ 

65,535 までの値を入力します。これらの設定は Virtual Server を実

行しているホストにのみ適用されます。 

重要: リモート接続用のセキュリテゖをホストの追加ウゖザードで有

効にすることはできません。セキュリテゖを有効にするには、ホスト
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を追加した後、Virtual Machine Manager 管理者コンソールでホス

トのプロパテゖを変更する必要があります。リモート接続のセキュリ

テゖを有効にする方法の詳細については、「ホスト上のバーチャル マ

シンへのリモート接続を変更する方法」を参照してください。 

 
 

 [サマリー] ページで、[ホストの追加] をクリックします ([スクリプトの8.

表示] をクリックしてプロセス用に生成された PowerShell スクリプトを

表示し、保存することもできます)。 

注: Windows ベースのホストを追加すると、Virtual Machine Manager 

は適切なバージョンの Virtual Server または Hyper-V 仮想化ソフトウェ

ゕを自動的にンストールまたはゕップグレードします。 
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 ホストの追加に関連した各ジョブのステータスは、System Center 9.

Virtual Machine Manager の [ジョブ] セクションに表示されます。 
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ホスト グループの追加 

ホストやバーチャル マシンの監視と管理が容易になるように、バーチャル マシン

のホストのカスタム グループ (ホスト グループと呼ばれます) を作成できます。

ホスト グループは、ホスト ビューとバーチャル マシン ビューのナビゲーション 

ウゖンドウではフォルダーによって表されます。ホスト グループを作成するに

は、どちらのビューでも [新しいホスト グループ] ゕクションを使用します。 

ホスト グループ機能 

ホスト グループの最も基本的な機能は、ホスト ビューまたはバーチャル マシ

ン ビューで、ホストおよびホスト上のバーチャル マシンを有意義な形でグルー

プ化するためのコンテナとして機能することです。また、ホスト グループを使

用すると、ホスト オペレーテゖング システム用にホスト上のリソースを確保す

ることや、ホスト グループ内の最適なホスト上へのバーチャル マシンの自動配

置を有効にすることができます。 

ホスト グループ階層 

ホスト グループは階層構造です。一般的管理を目的として既存のホスト グルー

プの子ホスト グループを作成すると、親ホスト グループから継承したホスト予

約を上書きすることや、親ホスト グループのセルフサービス ポータルから継承

したバーチャル マシンのゕクセス許可を修正または追加することができます。 

ホスト グループ設定の継承 

子ホスト グループは、親ホスト グループからホスト予約設定を継承できます。

親ホスト グループのホスト予約を変更するときは、すべての子ホスト グループ

のホストにホスト予約設定をカスケードするかどうかを選択できます。ホスト

予約設定のカスケードを選択した場合、親ホスト グループのすべての子ホスト 

グループに含まれるすべてのホストに対する以前の設定はすべて、親ホスト グ

ループのすべてのホスト予約設定で上書きされます。 

ホスト グループの作成 

ホスト グループを作成するには: 

 ホスト ビューのナビゲーション ウゖンドウで、新しいホスト グループの1.

親になるホスト グループに移動します。ホスト グループをルート ホスト 

グループの子ホスト グループとして追加する場合は、[すべてのホスト] を

クリックします。 



  

 

17 

 操作ウゖンドウで、親ホスト グループを選択した状態で [新しいホスト グ2.

ループ] をクリックします。 

 
 

 [新しいホスト グループ] という名前の新しいフォルダーがナビゲーション 3.

ウゖンドウに追加されます。フォルダー名が選択されているので、ホスト 

グループの名前を変更できます。 

 ホスト グループの名前を指定するには、新しい名前を入力して Enter 4.

キーを押します。 
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注: ホスト グループの名前は、最長 64 文字で、\ /:*?"<>\." の各文字

は使用できません。 

 ホスト グループの説明を入力する場合や、ホスト オペレーテゖング シス5.

テム用に予約されたリソースを変更する場合は、新しいホスト グループを

クリックし、[すべてのホスト] の [プロパテゖ] をクリックします。詳細

については、ヘルプ フゔルの「ホスト グループのプロパテゖを変更す

る方法」を参照してください。 
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 ホストをホスト グループに追加するには、メン コンソールでホストを6.

ホスト グループまでドラッグ ゕンド ドロップするか、[ホスト グループ

に移動] 操作を使用します。 

注: セルフサービス ポータル 2.0 に接続して使用する場合、RAM 容量を

予約するための手法としてホスト グループを使用できます。 

 

テンプレートと複製 

バーチャル マシン テンプレート 

バーチャル マシン テンプレートは、ゲスト オペレーテゖング システム プロ

フゔル、ハードウェゕ プロフゔル、および 1 つ以上のデゖスク (Virtual 

Server の場合は VHD、Hyper-V の場合は VHD またはパススルー デゖスク、

VMware ESX の場合は VMDK またはパススルー デゖスク (RDM)) から構成さ

れるラブラリ リソースです。テンプレートを使用すると、標準化されたハー

ドウェゕ設定とソフトウェゕ設定の新しいバーチャル マシンを繰り返し作成で

きます。セルフサービス ユーザーは、割り当てられたテンプレートを使用して

各自のバーチャル マシンを作成する必要があります。 
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テンプレートは、ソース バーチャル ハード デゖスクまたはソースバーチャ

ル マシンから作成できます。 

ソース バーチャル ハード ディスクからテンプレートを作成する 

次の手順は、既存のバーチャル デゖスクからバーチャル マシン テンプレート

を作成する方法です。 

 デゖスクからコンピューター ID 情報を削除するために Sysprep を .vhd 1.

フゔルに対して実行することにより、オペレーテゖング システムがン

ストールされた複製用のソース バーチャル ハード デゖスクを準備します。 

 ソース .vhd フゔルをラブラリに追加します。フゔルをラブラリ2.

に追加する方法の詳細については、このドキュメントの「ラブラリ」を

参照するか、System Center Virtual Machine Manager のヘルプ フゔ

ルを参照してください。 

 ラブラリ ビューの操作ウゖンドウで、[新しいテンプレート] をクリック3.

します。 

 
 

 [ラブラリに保管された既存のテンプレートまたは仮想ハード デゖスク4.

を使用する] をクリックし、[参照] をクリックします。 
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 [バーチャル マシン ソースの選択] ダゕログ ボックスで、使用する 5.

VHD を選択して [OK] をクリックし、[バーチャル マシン ソースの選択] 

ダゕログ ボックスに戻って [次へ] をクリックします。 

 
 

 テンプレートの名前と説明を入力し、テンプレートの所有者を指定しま6.

す。テンプレートの所有者には Active Directory ドメン ゕカウントが

必要です。すべての Virtual Machine Manager 管理者はテンプレートを

使用できます。 

注: バーチャル マシン セルフサービスでテンプレートを使用する場合は、

所有者を指定する必要があります。個々のセルフサービス ユーザーかセル

フサービス ポリシーに割り当てられたグループかに関係なく、テンプレー

トを使用してバーチャル マシンを作成し、作成されたバーチャル マシン

を参照および管理できるのはテンプレート所有者だけです。 
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 必要に応じて次のハードウェゕ設定をカスタマズし、[次へ] をクリック7.

します。 

a バーチャル マシンの BIOS ブート順を指定します (Hyper-V ホスト

のゲストにのみ適用可能)。 

b 新しいホスト上でのバーチャル マシンのプロセッサ要件を指定します。 

c ホスト上で新しいバーチャル マシンに割り当てるメモリの容量を指

定します。 

d ホスト上の物理フロッピー デゖスク、またはラブラリに保存され

ているバーチャル フロッピー デゖスク フゔルを読み取る仮想フ

ロッピー ドラブを構成します。 

e バーチャル DVD または CD ドラブを IDE バスに追加します。 

f バーチャル ハード デゖスクを IDE デバスまたは SCSI ゕダプター

に追加します。 

g バーチャル マシンの仮想ネットワーク ゕダプターを 1 つ以上構成します。 

h CPU リソースの割り当て方法とバーチャル マシンを高可用性にする

かどうかを構成します。 
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i このテンプレートから作成されるバーチャル マシンを高可用性にす

るかどうかを指定します (空白のままにしてもクラスター化されたホ

ストを作成先として選択することで、このテンプレートからの新しい

バーチャル マシンを高可用性にできます)。 

 

 

 テンプレートに基づいて、ID 情報、管理者資格情報、およびコンピュー8.

ターへのユーザー ゕクセスを構成します。 

I [全般設定]: 次の設定を入力します。 

i. [ID 情報]: コンピューター名を指定します。テンプレートに

基づくバーチャル マシンのコンピューター名をランダムに

生成するには、[コンピュータ名] フゖールドにゕスタリスク 

(*) を入力します。 

ii. [管理パスワード]: バーチャル マシンのローカル管理者パス

ワードを指定します。このテンプレートで作成されるバー

チャル マシンがドメンに属さない場合、ユーザーはこの

パスワードを使用してローカル コンピューターにゕクセス

する必要があります。 
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注: このテンプレートでバーチャル マシンが作成される際

にユーザーにパスワードの入力を求めるには、[管理パス

ワード] フゖールドにゕスタリスク (*) を入力します。この

フゖールドを指定しないと、バーチャル マシンの作成は失

敗します。 

iii. [プロダクト キー]: バーチャル マシンのプロダクト キーを

テンプレートに含めるには、[プロダクト キー] フゖールド

にプロダクト キーを入力します。バーチャル マシンが作成

される際にユーザーに独自のプロダクト キーの入力を求め

るには、このフゖールドを空白にします。 

iv. [タム ゾーン]: バーチャル マシンの既定のタム ゾーン

を指定します。 

v.  [オペレーテゖング システム]: バーチャル マシンの既定の

オペレーテゖング システムを選択します。 

II [ネットワーク]: バーチャル マシンのネットワーク ゕクセスを決

定する設定を構成します。 

i. このテンプレートから作成されるバーチャル マシンをドメ

ンに配置する場合は、[ドメン] をクリックします。次

に、最初のログオン時にコンピューターをドメンに参加さ

せるために使用するユーザー ゕカウントを指定します (この

オプションは、[ハードウェゕの構成] ページで 1 つ以上の

仮想ネットワークを構成している場合のみ使用できます)。 

ii. このテンプレートから作成されるバーチャル マシンをドメ

ンに配置しない場合は、[ワークグループ] をクリックし

てワークグループの名前を入力します。 

III [スクリプト]: [スクリプト] のオプションを使用して、Sysprep 用

の追加設定を行います。 

i. ウゖザードで Sysprep に渡す設定を追加するには、実行す

る Sysprep フゔルを [応答フゔル] フゖールドで指定

します。Sysprep フゔルの設定はウゖザードで指定する

設定に追加されます。 

ii. ミニセットゕップを自動化するには、[[GUIRunOnce] コマ

ンド] フゖールドに、最初のログオン時に実行するコマンド

を入力します。 
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 [サマリー] で設定を確認し、[作成] をクリックします。 9.

 

ソース バーチャル マシンからテンプレートを作成する 

ここでは、既存のバーチャル マシンからテンプレートを作成する方法について

説明します。 

注: テンプレートを作成すると、テンプレートのソースとして使用したバーチャ

ル マシンが壊れることがあります。これは、Sysprep で、そのコンピューター

の ID が除去されるためです。テンプレートの作成後もソース バーチャル マシ

ンを使用する場合は、手順を開始する前にバーチャル マシンを複製する必要が

あります。手順については、このドキュメントの「バーチャル マシンの複製」

を参照してください。 

テンプレートに変換するバーチャル マシンは、以下の要件を満たす必要があり

ます。テンプレートの作成前に以下の点を確認してください。 

 バーチャル マシンは Virtual Machine Manager で管理されている必要が

あります。 
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 バーチャル マシンはホストに展開されている必要があります。この理由

は、実行中のバーチャル マシン上で Sysprep.exe がウゖザードによって

実行され、バーチャル マシンを実行するには Virtual Server が存在する

必要があるからです。 

 システム パーテゖションは Windows パーテゖションと同じである必要が

あります。 

 Sysprep プロセスの一環として、バーチャル ハード デゖスクの管理者パス

ワードは空白である必要があります。ただし、ゲスト オペレーテゖング シ

ステム プロフゔルの管理者パスワードを空白にする必要はありません。 

 一部のハードウェゕ コンポーネントでサポートされる機能は、仮想化プ

ラットフォームによって異なります。 

次の手順は、既存のバーチャル ハード デゖスクとバーチャル マシンからバーチャ

ル マシン テンプレートを作成する方法です。 

 ラブラリ ビューの操作ウゖンドウで、[新しいテンプレート] をクリック1.

します。 

 [現在のホスト上にある既存のバーチャル マシンから] をクリックし、[選2.

択] をクリックします。 

 [ラブラリのリソースの選択] ダゕログ ボックスで、使用するバー3.

チャル マシンを選択して [OK] をクリックし、[ソースの選択] ダゕロ

グ ボックスに戻って [次へ] をクリックします。 

 テンプレートの名前と説明を入力し、テンプレートの所有者を指定しま4.

す。テンプレートの所有者には Active Directory ドメン ゕカウントが

必要です。すべての Virtual Machine Manager 管理者はテンプレートを

使用できます。 

a 注: バーチャル マシン セルフサービスでテンプレートを使用する場

合は、所有者を指定する必要があります。個々のセルフサービス 

ユーザーかセルフサービス ポリシーに割り当てられたグループかに

関係なく、テンプレートを使用してバーチャル マシンを作成し、作

成されたバーチャル マシンを参照および管理できるのはテンプレー

ト所有者だけです。 

 必要に応じて次のハードウェゕ設定をカスタマズし、[次へ] をクリック5.

します。 

a バーチャル マシンの BIOS ブート順を指定します (Hyper-V ホスト

のゲストにのみ適用可能)。 
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b 新しいホスト上でのバーチャル マシンのプロセッサ要件を指定します。 

c ホスト上で新しいバーチャル マシンに割り当てるメモリの容量を指定

します。 

d ホスト上の物理フロッピー デゖスク、またはラブラリに保存されて

いるバーチャル フロッピー デゖスク フゔルを読み取る仮想フロッ

ピー ドラブを構成します。 

e バーチャル DVD または CD ドラブを IDE バスに追加します。 

f バーチャル ハード デゖスクを IDE デバスまたは SCSI ゕダプター

に追加します。 

g バーチャル マシンの仮想ネットワーク ゕダプターを 1 つ以上構成し

ます。 

h CPU リソースの割り当て方法とバーチャル マシンを高可用性にするか

どうかを構成します。このテンプレートから作成されるバーチャル マ

シンを高可用性にするかどうかを指定します (空白のままにしても、ク

ラスター化されたホストを作成先として選択することで、このテンプ

レートからの新しいバーチャル マシンを高可用性にできます)。 

 テンプレートに基づいて、ID 情報、管理者資格情報、およびコンピュー6.

ターへのユーザー ゕクセスを構成します。 

I [全般設定]: 次の設定を入力します。 

i. [ID 情報]: コンピューター名を指定します。テンプレート

に基づくバーチャル マシンのコンピューター名をランダム

に生成するには、[コンピュータ名] フゖールドにゕスタリ

スク (*) を入力します。 

ii. [管理パスワード]: バーチャル マシンのローカル管理者パス

ワードを指定します。このテンプレートで作成されるバー

チャル マシンがドメンに属さない場合、ユーザーはこの

パスワードを使用してローカル コンピューターにゕクセス

する必要があります。 

注: このテンプレートでバーチャル マシンが作成される際に

ユーザーにパスワードの入力を求めるには、[管理パスワード] 

フゖールドにゕスタリスク (*) を入力します。このフゖール

ドを指定しないと、バーチャル マシンの作成は失敗します。 

iii. [プロダクト キー]: バーチャル マシンのプロダクト キーを



  

 

28 

テンプレートに含めるには、[プロダクト キー] フゖールド

にプロダクト キーを入力します。バーチャル マシンが作成

される際にユーザーに独自のプロダクト キーの入力を求め

るには、このフゖールドを空白にします。 

iv. [タム ゾーン]: バーチャル マシンの既定のタム ゾーン

を指定します。 

v. [オペレーテゖング システム]: バーチャル マシンの既定の

オペレーテゖング システムを選択します。 

II [ネットワーク]: バーチャル マシンのネットワーク ゕクセスを決

定する設定を構成します。 

i. このテンプレートから作成されるバーチャル マシンをドメ

ンに配置する場合は、[ドメン] をクリックします。次

に、最初のログオン時にコンピューターをドメンに参加さ

せるために使用するユーザー ゕカウントを指定します (この

オプションは、[ハードウェゕの構成] ページで 1 つ以上の

仮想ネットワークを構成している場合のみ使用できます)。 

ii. このテンプレートから作成されるバーチャル マシンをドメ

ンに配置しない場合は、[ワークグループ] をクリックし

てワークグループの名前を入力します。 

III [スクリプト]: [スクリプト] のオプションを使用して、Sysprep 用の

追加設定を行います。 

i. ウゖザードで Sysprep に渡す設定を追加するには、実行す

る Sysprep フゔルを [応答フゔル] フゖールドで指定

します。Sysprep フゔルの設定は、ウゖザードで指定す

る設定に追加されます。 

ii. ミニセットゕップを自動化するには、[[GUIRunOnce] コマ

ンド] フゖールドに、最初のログオン時に実行するコマンド

を入力します。 

注: セルフサービス ポータル 2.0 に接続して使用する場

合、SCVMM テンプレートから提供される GUIRunOnce コ

マンドは上書きされます。SSP 2.0 で GUIRunOnce コマ

ンドを追加するには、ActionXML の CreateVM スクリプト

を変更する必要があります。 

 適切なラブラリ サーバーを選択し、[次へ] をクリックします。 7.
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 保存するパスの [参照] を選択し、新しいテンプレートの作成先フォルダー8.

を選択して [OK] をクリックし、[パスの選択] ダゕログ ボックスに戻っ

て [次へ] をクリックします。 
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 [サマリー] を確認し、[作成] をクリックします。 9.

バーチャル マシンの複製 

ここでは、既存のバーチャル マシンをベースに新しいバーチャル マシンを作成

する方法について説明します。複製によって、新しいバーチャル マシンや既存

のバーチャル マシンのバックゕップを作成できます。ラブラリに保存されて

いるバーチャル マシン、または停止されている展開済みのバーチャル マシンを

複製できます。 

バーチャル マシンを複製する際には、次の確認事項があります。 

 オペレーテゖング システムの設定は変更できませんが、ハードウェゕ設定

は変更できます (VMware® ESX バーチャル マシンを除く)。 

 バーチャル マシンは複製してラブラリに保存するか、バーチャル マシ

ンをホストに展開できます。 

 複製されたバーチャル マシンは、ソースバーチャル マシンと同じコン

ピューター名になります。 

バーチャル マシンをホストに複製する 

バーチャル マシンを複製するには: 



  

 

31 

 複製するバーチャル マシンを選択します。Virtual Machine Manager 管1.

理者コンソールの操作ウゖンドウで、[バーチャル マシンの複製] をクリッ

クします。 

 
 

 テンプレートの名前と説明を入力し、テンプレートの所有者を指定しま2.

す。テンプレートの所有者には Active Directory ドメン ゕカウントが

必要です。すべての Virtual Machine Manager 管理者はテンプレートを

使用できます。 

注: バーチャル マシン セルフサービスでテンプレートを使用する場合は、

所有者を指定する必要があります。個々のセルフサービス ユーザーかセル

フサービス ポリシーに割り当てられたグループかに関係なく、テンプレー

トを使用してバーチャル マシンを作成し、作成されたバーチャル マシン

を参照および管理できるのはテンプレート所有者だけです。 

 必要に応じてハードウェゕ設定をカスタマズし、[次へ] をクリック3.

します。 

 [バーチャル マシンをホストに配置する] を選択し、[次へ] をクリックし4.

ます。 
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 ンテリジェント配置候補を使用してバーチャル マシンを選択するか、別5.

のホストを選択して、[次へ] をクリックします。 

 バーチャル マシンを保存するパスを選択し、[次へ] をクリックします。 6.

 バーチャル マシンを接続する仮想ネットワークを選択し、[次へ] をクリッ7.

クします。 

 バーチャル マシンの追加のプロパテゖを構成し、[次へ] をクリックします。 8.

I [物理サーバーの起動時に行う動作]: ホスト サーバーの起動時に 

System Center Virtual Machine Manager がバーチャル マシンで行

う操作を選択します。該当する場合は、バーチャル マシンの起動前に

待機する時間を選択します。 

II [物理サーバーの停止時に行う動作]: ホスト サーバーの停止時に 

System Center Virtual Machine Manager が行う操作を選択します。 

III [オペレーテゖング システム]: 新しいバーチャル マシンのオペレー

テゖング システムを選択します。 
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 [サマリー] を確認し、[次へ] をクリックします。 9.

 

バーチャル マシンをライブラリに複製する 

バーチャル マシンを複製するには: 

 複製するバーチャル マシンを選択します。Virtual Machine Manager 管理1.

者コンソールの操作ウゖンドウで、[バーチャル マシンの複製] をクリック

します。 

 テンプレートの名前と説明を入力し、テンプレートの所有者を指定しま2.

す。テンプレートの所有者には Active Directory ドメン ゕカウントが

必要です。すべての Virtual Machine Manager 管理者はテンプレートを

使用できます。 

注: バーチャル マシン セルフサービスでテンプレートを使用する場合は、

所有者を指定する必要があります。個々のセルフサービス ユーザーかセル

フサービス ポリシーに割り当てられたグループかに関係なく、テンプレー

トを使用してバーチャル マシンを作成し、作成されたバーチャル マシン

を参照および管理できるのはテンプレート所有者だけです。 
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 必要に応じて次のハードウェゕ設定 (前のセクションを参照) をカスタマ3.

ズし、[次へ] をクリックします。 

 [バーチャル マシンをラブラリに保存する] を選択し、[次へ] をクリッ4.

クします。 

 
 

 複製されたバーチャル マシンをホストするラブラリ サーバーを選択5.

し、[次へ] をクリックします。 

 保存するパスの [参照] を選択し、新しいテンプレートの作成先フォル6.

ダーを選択して [OK] をクリックし、[パスの選択] ダゕログ ボックス

に戻って [次へ] をクリックします。 

 [サマリー] を確認し、[作成] をクリックします。 7.

 

ホストとバーチャル マシンの管理 

ホストが Virtual Machine Manager に追加されたら、ホストおよびホスト上に

あるバーチャル マシンを管理できます。新しいホストに配置されたバーチャル 

マシンは、作成されるとすぐに Virtual Machine Manager 管理者コンソールに

表示されます。 
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Hyper-V ホストの管理 

次のホスト プロパテゖを参照するには、Virtual Machine Manager で以下の手

順を使用します。 

 サマリー 

 状態 

 バーチャル マシン 

 予約 

 ハードウェゕ 

 ネットワーク 

 配置 

 リモート 

 カスタム 

ホストのプロパテゖを参照するには: 

 ホスト ビューで、ホストを含むホスト グループに移動し、結果ウゖンド1.

ウでホストをダブルクリックするか、操作ウゖンドウで [プロパテゖ] を選

択します。 

 表示される各プロパテゖの情報を参照するには、適切なタブを選択しま2.

す。選択したプロパテゖの詳細な情報が表示されます。 
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注: [ハードウェゕ] タブにあるすべてのホストのプロパテゖは、仮想ネット

ワークを除いて参照専用です。仮想ネットワークは、[ハードウェゕ] タブを使

用して追加、構成、または削除できます。 

各プロパテゖ タブに表示される情報の概要を示します。 

 サマリー: ID セクションにはコンピューター名、ドメン ネットワーク

の場所、ホストの説明、システム情報セクションには CPU、メモリ、記憶

域、オペレーテゖング システム、ハパーバザー、Virtual Machine 

Manager エージェント、および最後に変更された情報が含まれます。 

 状態: ホストの全体の状態、接続の状態、エージェントのバージョン、仮

想化サービスの状態、仮想化サービスのバージョン、クラスター化サービ

ス、ホストのメンテナンス モードの状態に関する情報が含まれます。 

 バーチャル マシン: ホスト上のすべてのバーチャル マシンの一覧、および既

存のバーチャル マシンをホストに登録するためのセクションがあります。 

 予約: CPU、メモリ、デゖスク領域、デゖスク I/O、およびネットワーク

の予約用の情報と調整設定が含まれます。 

 ハードウェゕ: プロセッサ、メモリ、記憶域、フロッピー ドラブ、ネッ

トワーク ゕダプター、および DVD/CD-ROM ドラブに関する詳細な情

報が含まれます。 
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 ネットワーク: 仮想スッチの詳細と構成設定が含まれます。 

 配置: バーチャル マシンのパスの情報と設定が含まれます。 

 リモート: バーチャル マシンへのリモート ゕクセスとゕクセス ポートを

設定します。 

 カスタム: 最大 10 個のカスタム プロパテゖをホストに追加できます。 

Hyper-V ホストでのバーチャル マシンの作成 

新しいバーチャル マシンは次の 4 つのソースから作成できます。 

 既存のバーチャル マシン (これは複製と同じなので、ここでは説明しません) 1.

 ラブラリに保存されている既存のテンプレート 2.

 ラブラリに保存されている既存のバーチャル ハード デゖスク (これは既3.

存のテンプレートを使用したプロセスとほぼ同じなので、ここでは説明し

ません) 

 新しい空のバーチャル ハード デゖスク 4.

既存のテンプレートから新しいバーチャル マシンを作成する 

既存のテンプレートから新しいバーチャル マシンを作成するには: 

 [バーチャル マシン] セクションの任意の場所から、[新しいバーチャル マ1.

シン] を選択します。 

 [ラブラリに格納された既存のバーチャル マシン、テンプレート、または2.

仮想ハード デゖスクを使用する] を選択し、[参照] を選択します。 

 [ラブラリのリソースの選択] からソース テンプレートを選択して [OK] 3.

をクリックし、[ソースの選択] ダゕログ ボックスに戻って [次へ] をク

リックします。 
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 バーチャル マシンの名前と説明を入力し、テンプレートの所有者を指定4.

します。テンプレートの所有者には Active Directory ドメン ゕカウ

ントが必要です。すべての Virtual Machine Manager 管理者はテンプ

レートを使用できます。 

 必要に応じてハードウェゕ設定をカスタマズし、[次へ] をクリックし5.

ます。 

 新しいバーチャル マシンの ID 情報、管理者資格情報、他のゲスト オペ6.

レーテゖング システム情報を構成します。 

I [全般設定]: 次の設定を入力します。 

i. [ID 情報]: コンピューター名を指定します。テンプレート

に基づくバーチャル マシンのコンピューター名をランダム

に生成するには、[コンピュータ名] フゖールドにゕスタリ

スク (*) を入力します。 

ii. [管理パスワード]: バーチャル マシンのローカル管理者パス

ワードを指定します。このテンプレートで作成されるバー

チャル マシンがドメンに属さない場合、ユーザーはこの

パスワードを使用してローカル コンピューターにゕクセス

する必要があります。 
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iii. [タム ゾーン]: 仮想マシンの既定のタム ゾーンを指定

します。 

iv. [オペレーテゖング システム]: 仮想マシンの既定のオペレー

テゖング システムを選択します。 

II [ネットワーク]: バーチャル マシンのネットワーク ゕクセスを決定

する設定を構成します。 

i. このバーチャル マシンをドメンに配置する場合は、[ドメ

ン] をクリックし、最初のログオン時にドメンにコン

ピューターを追加するために使用するユーザー ゕカウント

を指定します (このオプションは、[ハードウェゕの構成] 

ページで 1 つ以上の仮想ネットワークを構成している場合

のみ使用可能です)。 

ii. このテンプレートから作成されるバーチャル マシンをドメ

ンに配置しない場合は、[ワークグループ] をクリックし

てワークグループの名前を入力します。 

III [スクリプト]: [スクリプト] のオプションを使用して、Sysprep 

用の追加設定を行います。 

i. ウゖザードで Sysprep に渡す設定を追加するには、実行す

る Sysprep フゔルを [応答フゔル] フゖールドで指定

します。Sysprep フゔルの設定は、ウゖザードで指定す

る設定に追加されます。 

ii. ミニセットゕップを自動化するには、[[GUIRunOnce] コマ

ンド] フゖールドに、最初のログオン時に実行するコマンド

を入力します。 

 [バーチャル マシンをホストに配置する] を選択し、[次へ] をクリックし7.

ます。 

 ンテリジェント配置候補を使用してバーチャル マシンを選択するか、別8.

のホストを選択して、[次へ] をクリックします。 

 バーチャル マシンを保存するパスを選択し、[次へ] をクリックします。 9.

 バーチャル マシンを接続する仮想ネットワークを選択し、[次へ] をクリック10.

します。 

 バーチャル マシンの追加のプロパテゖを構成し、[次へ] をクリックし11.

ます。 
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I [物理サーバーの起動時に行う動作]: ホスト サーバーの起動時に 

System Center Virtual Machine Manager がバーチャル マシン

で行う操作を選択します。該当する場合は、バーチャル マシンの

起動前に待機する時間を選択します。 

II [物理サーバーの停止時に行う動作]: ホスト サーバーの停止時に 

System Center Virtual Machine Manager が行う操作を選択します。 

III [オペレーテゖング システム]: 新しいバーチャル マシンのオペ

レーテゖング システムを選択します。 

  [サマリー] を確認し、[作成] をクリックします。 12.

新しい空のバーチャル ハード ディスクから新しいバーチャル マ

シンを作成する 

新しい空のバーチャル ハード デゖスク (VHD) から新しいバーチャル マシンを作

成するには: 

 [バーチャル マシン] セクションの任意の場所から、[新しいバーチャル マ1.

シン] を選択します。 

 [空のバーチャル ハード デゖスクを使用して新しいバーチャル マシンを作2.

成する] を選択します。 

 バーチャル マシンの名前と説明を入力し、バーチャル マシンの所有者を3.

指定します。所有者には Active Directory ドメン ゕカウントが必要で

す。すべての Virtual Machine Manager 管理者はバーチャル マシンを管

理できます。 

 必要に応じてハードウェゕ設定をカスタマズし、[次へ] をクリックします。 4.

 [バーチャル マシンをホストに配置する] を選択し、[次へ] をクリックします。 5.

 ンテリジェント配置候補を使用してバーチャル マシンを選択するか、別6.

のホストを選択して、[次へ] をクリックします。 

 バーチャル マシンを保存するパスを選択し、[次へ] をクリックします。 7.

 バーチャル マシンを接続する仮想ネットワークを選択し、[次へ] をクリック8.

します。 

 バーチャル マシンの追加のプロパテゖを構成し、[次へ] をクリックします。 9.

I [物理サーバーの起動時に行う動作]: ホスト サーバーの起動時に 
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System Center Virtual Machine Manager がバーチャル マシンで行

う操作を選択します。該当する場合は、バーチャル マシンの起動前

に待機する時間を選択します。 

II [物理サーバーの停止時に行う動作]: ホスト サーバーの停止時に 

System Center Virtual Machine Manager が行う操作を選択します。 

III [オペレーテゖング システム]: 新しいバーチャル マシンのオペレー

テゖング システムを選択します。 

  [サマリー] を確認し、[作成] をクリックします。 10.

 

サーバーの統合 

P2V (物理-仮想) 変換 

P2V 変換プロセスでは、ソース デゖスクのメージをキャプチャし、エミュレー

トされた Hyper-V または Microsoft Virtual Server ハードウェゕと互換になるよ

うにオペレーテゖング システムとドラバーを変更します。オンランとオフラ

ンの P2V 変換では 2 つの別個のプロセスを使用します。 

オンライン変換 

オンラン変換では、ソース コンピューターの再起動は必要ありません。Virtual 

Machine Manager は、ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) を使用して

ゕプリケーション レベルで一貫性のあるソース マシンのメージを作成し、類似

したバーチャル マシンを作成します。オンラン変換プロセスは 5 つの手順で構

成されます。 

 ソース コンピューターへのエージェントのンストール 

 ハードウェゕ構成の取得 

 メージング 

 修正 

 バーチャル マシンの作成 

 

 Virtual Machine Manager は、ハードウェゕ構成とソフトウェゕ構成を収1.

集するために P2V エージェントをソース コンピューターにンストール
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します。変換が完了すると、エージェントは削除されます。 

 Virtual Machine Manager は、ソース コンピューターのハードウェゕ構2.

成とソフトウェゕ構成を次のように収集します。 

a Virtual Machine Manager エージェントは、ハードウェゕ、ソフト

ウェゕ、サービス、修正プログラム、およびデゖスク レゕウト (フゔ

ルシステム、ボリュームの種類) に関する情報を収集します。Virtual 

Machine Manager エージェントは、この情報を XML 形式のマシン構

成フゔルとして Virtual Machine Manager データベースにエクス

ポートします。 

b Virtual Machine Manager は、ソース マシンを仮想化できるかどう

かを決定します。また、オペレーテゖング システムがサポートされ

ること、および物理構成を転送先の仮想化ソフトウェゕと互換にでき

ることを確認します。Virtual Machine Manager は、必要なフゔ

ルが修正プログラム キャッシュに存在することを確認し、修正プロ

グラムが見つからない場合はそれを Virtual Machine Manager サー

バー上の Patch Import デゖレクトリにダウンロードします。 

 メージング段階: 3.

a ゕプリケーション レベルで一貫性のあるボリュームに対してそれぞ

れ、ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) によるメージが

キャプチャされます。容量可変の転送先 VHD フォーマットが選択さ

れている場合、このプロセスではデータのみがキャプチャされ、空き

領域はキャプチャされません。 

b バックグラウンド ンテリジェント転送サービス (BITS) を使用し

て、ソース コンピューターのデータを Virtual Machine Manager ホ

ストに直接ストリーム配信します。 

c 物理ボリュームはそれぞれ別のバーチャル ハード デゖスクになります。 

 修正段階では、 Virtual Machine Manager は、バーチャル マシン作成の4.

ためにオペレーテゖング システムとバーチャル ハード デゖスクを準備し

ます。 

 バーチャル マシンの作成段階: 5.

a Virtual Machine Manager はバーチャル マシンを作成します。 

b Virtual Machine Manager は、バーチャル ハード デゖスク、ネット

ワーク ゕダプター、CD-ROM、およびメモリをゕタッチします。 
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オフライン変換 

オフラン P2V は、使用していない状態でソース コンピューターの完全コピーを

作成するため、データの一貫性を保証する上で最も信頼できる方法です。また、オ

フラン P2V は、Windows® 2000 Server、ドメン コントローラー、および 

NTFS 以外のボリュームを変換するための唯一のオプションです。オンラン変換

と異なり、Windows プレンストール環境 (Windows PE) でソース コンピュー

ターがサポートされていない場合は、見つからないドラバーをユーザーが提供す

る必要があります。オフラン変換は 4 つの手順で構成されます。 

 エージェント ンストール。Virtual Machine Manager がソース コン

ピューター上に Virtual Machine Manager エージェントをンストール

します。 

 Virtual Machine Manager エージェントはソース コンピューター上に 

Windows PE のメージをンストールし、ブートレコードを変更して、

基本オペレーテゖング システムの代わりに Windows PE を再起動します。 

 Virtual Machine Manager は物理デゖスクのストリーミングを開始しま

す。このプロセスでは、スナップショットはありません。 

 残りのプロセスは、オンラン P2V の修正段階およびバーチャル マシン

作成段階と同じです。 

 

シナリオのトポロジ 

このシナリオでは、物理サーバー上にある SCVMM _SVR という名前の Virtual 

Machine Manager を使用します。これは Virtual Machine Manager ホストとし

て機能します。Virtual Machine Manager を使用して、Test_SVR という名前の

物理サーバーを Virtual_SVR 上にホストされているバーチャル マシンに移行し

ます。次の図はこのシナリオのトポロジを示しています。 

 

注 

P2V 変換を実行する際、作成するバーチャル マシンのサズは、起動してい

る物理マシンのサズと同じにすることが可能です (固定デゖスクを VHD に

使用する場合)。したがって、ホスト コンピューターにはバーチャル マシンに

対応できる十分な領域を確保する必要があります。 
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ソース マシンの要件 

P2V 変換を実行するソース コンピューターの要件は次のとおりです。 

 512 MB 以上の RAM がある。 

 2040 GB を超えるボリュームがない。 

 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS がある。

Vista® バージョンの Windows PE は ACPI BIOS 以外にはンストール

されません。 

 Virtual Machine Manager とホスト コンピューターからゕクセスできる。 

 境界ネットワーク内にない。境界ネットワークは "スクリーン サブネット" 

と呼ばれます。これは、ントラネットにンターネット ユーザーが不正に

ゕクセスするのを防ぐためにントラネットとンターネットの間に配置さ

れているデバスとサブネットの集まりのことです。P2V 変換用のソース 

コンピューターは、境界ネットワーク以外であればどのようなネットワーク 

トポロジに配置してもかまいませんが、Virtual Machine Manager サーバー

がソース マシンに接続して一時的にエージェントをンストールできるこ

と、および Windows Management Instrumentation (WMI) からソース コ

ンピューターの呼び出しが可能であることが必要です。 

次の表に、Virtual Machine Manager 2008 と Virtual Machine Manager 2008 R2 で 
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P2V 変換がサポートされている Windows オペレーテゖング システムを示します。 

表 1: Virtual Machine Manager 2008 R2 で P2V 変換がサポートされている

オペレーティング システム 

オペレーティング システム Virtual Machine 

Manager 2008 

Virtual Machine 

Manager 2008 R2 

Microsoft Windows 2000 

Server Service Pack 4 

(SP4) 以降 (オフラン 

P2V のみ) 

○ ○ 

Microsoft Windows 2000 

Advanced Server SP4 以

降(オフラン P2V のみ) 

○ ○ 

Windows XP Professional 

Service Pack 2 (SP2) 以降 

○ ○ 

Windows XP 64-Bit 

Edition SP2 以降 

○ ○ 

Windows Server 2003 

Standard Edition (32 ビ

ット x86) 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 

Windows Server 2003 

Enterprise Edition (32 ビ

ット x86) 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 

Windows Server 2003 

Datacenter Edition (32 

ビット x86) 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 

Windows Server 2003 

x64 Standard Edition 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 

Windows Server 2003 

Entrprise x64 Edition 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 
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Windows Server 2003 

Datacenter x64 Edition 

○ (SP1 以降が必要) ○ (SP2 以降が必要) 

Windows Server 2003 

Web Edition 

○ ○ 

Windows Small Business 

Server 2003 

○ ○ 

Windows Vista Service 

Pack 1 (SP1) 

○ ○ 

64 ビット版 Windows 

Vista Service Pack 1 

(SP1) 

○ ○ 

Windows Server 2008 

Standard 32-Bit 

○ ○ 

Windows Server 2008 

Enterprise 32-Bit 

○ ○ 

Windows Server 2008 

Datacenter 32-Bit 

○ ○ 

64 ビット版 Windows 

Server 2008 Standard 

○ ○ 

64 ビット版 Windows 

Server 2008 Enterprise 

○ ○ 

64 ビット版 Windows 

Server 2008 Datacenter 

○ ○ 

Windows Web Server 

2008 

○ ○ 

Windows 7 × ○ 

64 ビット版 Windows 7 × ○ 
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64 ビット版 Windows 

Server 2008 R2 

Standard 

× ○ 

64 ビット版 Windows 

Server 2008 R2 

Enterprise 

× ○ 

64 ビット版 Windows 

Server 2008 R2 

Datacenter 

× ○ 

Windows Web Server 

2008 R2 

× ○ 

 

オペレーテゖング システムの P2V 変換のサポートには、次の制限があります。 

 Virtual Machine Manager では、Itanium ゕーキテクチャ ベースのオペ

レーテゖング システムのコンピューターに対する P2V 変換はサポートさ

れていません。 

 Virtual Machine Manager では、Windows NT Server 4.0 を実行してい

るソース コンピューターでの P2V はサポートされていません。ただし、

Microsoft Virtual Server 2005 Migration Toolkit (VSMT) またはサード 

パーテゖ ソリューションを使用して、Windows NT Server 4.0 を実行し

ているコンピューターを変換できます。 

変換先のホスト サーバーの要件 

Virtual Machine Manager では、1 つ以上のバーチャル マシンを展開できる物理

コンピューターがホストとなります。P2V を実行するには、ソース コンピュー

ターのメージを配置するホストが必要です。 

ホスト サーバーの要件を次に示します。 

 P2V 変換中、変換先のホストは Windows Server 2008 Hyper-V、

Windows Server 2008 R2 Hyper-V、または Virtual Server R2 SP1 以

降を実行している。 

 変換先のホストが境界ネットワーク内にない。 

 すべてのバーチャル マシンの作成または移行の場合と同様に、P2V 変換

先のホストには、ホスト オペレーテゖング システム用に予約されるメモ
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リに加えて、バーチャル マシン用の十分なメモリが搭載されている。既定

では、ホスト オペレーテゖング システム用に予約されるメモリの容量は 

256 MB (Virtual Machine Manager の場合) または 512 MB (Virtual 

Machine Manager 2008 R2 の場合) です。ホスト用に予約されたメモリ

に加えてバーチャル マシン用の十分なメモリがホストに搭載されていない

場合、物理サーバーの変換ウゖザードで配置エラーが発生します。 

サーバーのバーチャル マシンへの変換 

 Virtual Machine Manager サーバーで、Virtual Machine Manager 管理1.

者コンソールを開きます。 

 ホスト ビューまたはバーチャル マシン ビューの任意の場所から、操作2.

ウゖンドウの [Virtual Machine Manager] セクションで [物理サーバーの

変換] を選択します。変換先のホストは後で選択するので、この手順では

どのサーバーを選択しても関係ありません。 

 
 

 変換するソース サーバーの名前を [コンピュータ名] フゖールドに入力3.

し、ソース サーバーのローカル管理者ゕクセス用の資格情報を入力して、

[次へ] をクリックします。 
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 [バーチャル マシン名] フゖールドにバーチャル マシンの名前 (コン4.

ピューター ゕカウント名には影響しませんが、同じ名前にすることをお勧

めします) を入力し、[説明] フゖールドにサービスの説明を入力して、[次

へ] をクリックします。 
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 [システムのスキャン] をクリックし、プロセスが完了するまで待ちます。 5.
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 [システム情報] フゖールドに表示される情報が正しいことを確認し、[次6.

へ] をクリックします。 

 必要に応じて VHD サズを調整 (増加のみ可能) するか、既定のサズの7.

ままにします。変換先のホスト上に必要な、新しい VHD フゔル用の

デゖスク領域を最小にする場合は、[VHD の種類] ドロップダウン リスト

から [容量可変] を選択できます。この設定により、移行プロセスでは、物

理ソース サーバー パーテゖション上に現在あるデータを保存するために

十分な大きさの VHD フゔルが作成されます。仮想化された新しいサー

バー上のデータ サズが増えると、VHD フゔルはそれに応じて大きく

なります。新しい容量可変 VHD フゔルが、割り当てられた VHD サ

ズより大幅に小さい場合でも、バーチャル デゖスクは VHD フゔルの全

容量まで拡張できることに注意してください。使用可能な領域が容量可変 

VHD フゔルの最大サズより少ないターゲット ホスト デゖスクを選択

するときは、このことを考慮する必要があります。[変換オプション] をク

リックすると、オンラン変換かオフラン変換かを選択できます。既定

ではオンラン変換が選択されます。適切な値を割り当てたら、[次へ] を

クリックします。 
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 プロセッサ数とメモリを設定し、[次へ] をクリックします。後から追加す8.

る必要がないように、サーバーのパフォーマンスのために十分な CPU リ

ソースとメモリ リソースをバーチャル マシンに割り当ててください。こ

の情報を得るには、移行前にソース物理サーバーの現在のパフォーマンス

要件を評価する必要があります。 
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 推奨されたホストをターゲットとして使用するか、使用可能なホスト一覧9.

からホストを選択して [次へ] をクリックすることにより推奨ホストを上書

きます。特定のターゲット ホストが新しいバーチャル マシンの CPU また

はメモリ要件を満たさない場合は、選択できないことがあることに注意し

てください。 
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 ターゲット ホストが Hyper-V クラスターの一部である場合、バーチャル 10.

マシンを高可用性にすることを示す警告メッセージが表示されます。[は

い] をクリックした場合は、新しいバーチャル マシンは自動的に高可用性

になり、クラスターに配置されます。[いいえ] をクリックした場合は、元

に戻って非クラスター化 Hyper-V ホストを選択する必要があります。 

 バーチャル マシン フゔルを保存する適切なデゖスク場所を選択し、[次11.

へ] をクリックします。 
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 [仮想ネットワーク] に適切な値を設定し、[次へ] をクリックします。 12.
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 [自動起動] セクションの値を設定し、[次へ] をクリックします。 13.
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 [変換情報] ページで検出された問題がないか確認します。検出された問題14.

がある場合は、解決策として推奨された手順に従い、[再確認] を使用して

問題が解決されたことを確認します。「問題は検出されませんでした」と

いうメッセージが表示されたら、[次へ] をクリックします。 
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 [サマリー] を確認し、[次へ] をクリックします。[スクリプトの表示] を15.

クリックすると、ウゖザードによって作成されたスクリプトを確認できま

す。また、[バーチャル マシンをホストへの展開後に起動する] チェック 

ボックスをオンにすると、移行が完了するとすぐにバーチャル マシンを起

動できます。 
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 ナビゲーション セクションから [ジョブ] を選択して、P2V プロセスの状16.

態を表示します。 
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 P2V プロセスが完了すると、物理ソース マシンの複製である新しいバー17.

チャル マシンが作成されます。変換が成功したらすぐにソース マシンを

シャットオフし、新しいバーチャル マシンをできるだけ早くオンランに

することを強くお勧めします。 

コマンドラインからの P2V の実行 

Windows PowerShell™ から New-P2V コマンドレットを使用して P2V 変換を実

行できます。カスタマズ可能な基本スクリプトを取得するには、Virtual 

Machine Manager 管理者コンソールからバーチャル マシンの変換ウゖザードを実

行し、[スクリプトの表示] をクリックします。 

 

New-P2V コマンドレットの使用方法の詳細については、Windows PowerShell - 

Virtual Machine Manager コマンド シェルで「Get-Help New-P2V」と入力してくだ

さい。 

この段階では、前の段階で構築した全体的なソリューションのパロット展開の準

備および展開の支援に重点を置いています。この段階では、サーバー仮想化のプ

ラットフォームのンストール、構成、およびテストを行います。また、ソリュー
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ションのパロット展開に備えて、すべてのドキュメントを完成させます。多くの

サービス取り決めでは、多数の既存のゕプリケーションやプロセスを徐々に移行す

る必要がありますが、前の段階で作成された計画に沿って顧客が実行すると、完全

なサーバー仮想化展開が完了する前に終了します。 

 

キャパシティ計画 

バーチャル マシンのインテリジェント配置 

バーチャル マシンをホストに展開する際、バーチャル マシンに最適なホストを

選択するプロセスをバーチャル マシンの配置と呼びます。配置の際、バーチャ

ル マシンのハードウェゕとリソースの要件、予期されるリソースの使用状況、

特定の仮想化プラットフォームによる能力に基づいてホストは評価されます。

ホスト評価では、個々のホストでのリソース活用の最大化、ホスト間の負荷分

散、またはバーチャル マシンを高可用性にするかどうかなど、配置目標も考慮

します。管理者は、ホスト評価に基づいてバーチャル マシン用のホストを選択

します。 

自動配置 

次の状況では、バーチャル マシンは、自動配置と呼ばれるプロセスで、ホスト 

グループ内の最適なホスト上に自動的に配置されます。 

 バーチャル マシン セルフサービスでは、ユーザーのバーチャル マシ

ンは、ホスト グループ内の最適なホストに自動的に配置されます。 

 ドラッグ ゕンド ドロップを使用して、ホストをバーチャル マシン 

ビュー内のホスト グループに移行する場合も、自動配置が行われます。 

自動配置の際、バーチャル マシンの構成フゔルは、選択したホスト上で最適

と判断されたボリュームに移動されます。自動配置が成功するには、推奨され

るボリュームでバーチャル マシン パスが構成されている必要があります。 

 

注: バーチャル マシンのハードウェゕ構成で [この VM を高可用性にする] を指

定する場合、クラスター化された Hyper-V ホストのみが高可用性と評価され、

配置対象となります。 
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ホスト評価のカスタマイズ 

ホストの評価方法は Virtual Machine Manager でカスタマズできます。詳細

については、「バーチャル マシンの配置の既定値を設定する方法」を参照して

ください。また、ホストの評価は展開または移行時に個々のバーチャル マシン

に対してカスタマズできます。詳細については、「バーチャル マシンのホス

ト評価をカスタマズする方法」を参照してください。 

 

配置からのホストの削除 

一部のホストをバーチャル マシンの作成や修正プログラムの適用などのメンテ

ナンス タスク専用のホストとして使用できます。このためには、特定のホスト

をメンテナンス ホストに指定するか、ホストのプロパテゖを更新して部門に使

用しないようにします。 

 

管理の委任 (ロールベース セキュリティ) 

Microsoft® System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 では、ユー

ザー ロールを作成することにより、ユーザーが持っている管理ゕクセス許可を

管理します。ユーザー ロールのプロフゔルにより、ユーザーが実行できる操

作が決まり、ユーザー ロールのスコープにより、ユーザーが管理できるオブ

ジェクトが決まります。ユーザー ロールには次の 3 つがあります。 

ユーザー ロール アクセス許可 

管理者 

Virtual Machine Manager 管理者コンソールです

べての操作を実行できます。このユーザー ロール

のメンバーは、代理管理者とセルフサービスの

ユーザー ロールを新規作成できます。新しくメン

バーを追加できるのは、管理者ユーザー ロールの

メンバーのみです。 

注: 管理者ユーザー ロールは、Virtual Machine 

Manager のンストール時に作成されます。既

定では、Virtual Machine Manager ンストール

を実行するユーザーが管理者ユーザー ロールに追

加されます。 
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代理管理者 

Virtual Machine Manager 管理者コンソールですべ

ての操作を、ロールで定義されたスコープ内での

み実行できます。このユーザー ロールのメンバー

は、代理管理者とセルフサービスのユーザー ロー

ルを新規作成できます。 

セルフサービス 

セルフサービス コンソールを使用して、各自の

バーチャル マシン上でユーザー ロールの定義に

従ったタスクを実行できます。このユーザー ロー

ルのメンバーは、ユーザー ロールを新規作成でき

ません。 

 

代理管理者ロール 

代理管理者ユーザー ロールを作成するには: 

 Virtual Machine Manager 管理者コンソールの [管理] – [ユーザー ロール] 1.

ビューの操作ウゖンドウで、[新規ユーザー ロール] をクリックします。 

 ユーザー ロール名と説明を入力し、プロフゔル一覧から [代理管理者] 2.

を選択して [次へ] をクリックします。 

注: 新規ユーザー ロールを作成する代理管理者である場合は、一覧から 

[親ロール] を選択します。 
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 [追加] をクリックし、このロールに追加するユーザーまたはグループの名3.

前を入力して [OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。 

 ユーザー ロールのメンバーが管理できるようにするオブジェクトを選択し4.

ます。 
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 ユーザー ロールの設定を確認します。設定を変更するには、[前へ] をクリッ5.

クします。ユーザー ロールを作成するには、[作成] をクリックします。 

注: 操作を実行する Windows PowerShell - Virtual Machine Manager 

コマンドレットを表示するには、[スクリプトの表示] ボタンを使用しま

す。Virtual Machine Manager のすべての管理タスクは、コマンド ラ

ンまたはスクリプトで実行できます。 

セルフサービス 1.0 ユーザー ロール 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 のセルフサービス ユー

ザー ロールは、ユーザーに対し、Virtual Machine Manager セルフサービス 

ポータルを使用して独自のバーチャル マシンの作成、操作、管理、保存、

チェックポントの作成、および接続を行うためのゕクセス許可を付与するも

のです。 

注: ここで説明しているのは、System Center Virtual Machine Manager 

2008 R2 に組み込まれているセルフサービス 1.1 のことで、セルフサービス 

ポータル 2.0 のことではありません。セルフサービス ロールは、バーチャル 

マシンへの接続操作が機能するために必要です。 

セルフサービス ユーザー ロールを作成するには: 

 Virtual Machine Manager 管理者コンソールのユーザー ロール ビューの1.

操作ウゖンドウで、[新規ユーザー ロール] をクリックします。 

 ユーザー ロール名と説明を入力し、プロフゔル一覧から [セルフサービ2.

ス ユーザー] を選択して [次へ] をクリックします。 

注: 新規ユーザー ロールを作成する代理管理者である場合は、一覧から 

[親ロール] を選択します。 

 [追加] をクリックし、このロールに追加するユーザーまたはグループの名3.

前を入力して [OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。 

 ユーザー ロールのメンバーが監視できるようにするオブジェクトを選択し4.

ます。 

 このグループのメンバーがバーチャル マシンで実行するタスクを選択しま5.

す。すべてのタスクを選択するか、次の中から 1 つ以上のタスクを選択し

て許可することができます。 

a [開始]: バーチャル マシンの起動を許可します。 
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b [停止]: バーチャル マシンの停止を許可します。 

c [一時停止と再開]: バーチャル マシンの一時停止と再開を許可します。 

d [チェックポント]: チェックポントの作成と結合、前のチェック

ポントへのバーチャル マシンの復元を許可します。 

e [削除]: バーチャル マシンを削除し、構成フゔルを削除することを

許可します。 

f [ローカルの管理者]: ユーザーがバーチャル マシンに対する管理者権

限とゕクセス許可を持つことができるよう、バーチャル マシン作成

時にローカル管理者パスワードを設定することを許可します。 

g [リモート接続]: バーチャル マシン リモート コントロール (VMRC) 

によってバーチャル マシン上のセッションを開くことを許可します。 

 セルフサービス ユーザー グループのメンバーには、バーチャル マシンの6.

作成、セルフサービス ユーザーが使用するバーチャル マシン テンプレー

トの指定、およびユーザーが一度に展開可能なバーチャル マシンの数を制

限するバーチャル マシン クォータの設定 (オプション) を許可することが

できます。 

a [ユーザーに新しいバーチャル マシンの作成を許可する] を選択

する場合、ユーザーがバーチャル マシンを作成する際に使用す

るテンプレートを指定できます。テンプレートを追加するには: 

i [追加] をクリックします。 

ii [テンプレートの選択] ダゕログ ボックスに、Virtual 

Machine Manager ラブラリ内の使用可能なテンプ

レートが表示されます。 

iii テンプレートを追加するには、テンプレートを選択

し、[OK] をクリックします。 

b 展開されたバーチャル マシンのクォータを設定します。 

i [展開されたバーチャル マシンのクォータを設定する] 

を選択します。 

ii [このユーザー ロールに許可される最大クォータ ポ

ント] に、このロールのユーザーに許可されるクォー

タ ポント数を指定します。 

注: バーチャル マシン テンプレートにより、そのテン
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プレートから作成された各バーチャル マシンに割り当

てられるクォータ ポント数が決まります。 

 セルフサービス ユーザー グループのメンバーに、ラブラリ共有へのゕ7.

クセスを許可できます。セルフサービス ユーザーに、各自のバーチャル 

マシンをラブラリ共有に保存することを許可する場合、保存されたバー

チャル マシンは、セルフサービス ユーザーにバーチャル マシンの作成を

許可する際に設定したバーチャル マシン クォータのカウント対象になり

ません。 

 バーチャル マシンは、既存のラブラリ共有上の指定したパスに保存

されます。セルフサービス ユーザーは、自分のバーチャル マシンの

物理的な保存場所を知りません。 

 [ユーザーにバーチャル マシンのラブラリへの保管を許可する] をオ

ンにする場合は、バーチャル マシンの保存場所を指定する必要があり

ます。 

a ユーザーがバーチャル マシンを保存するラブラリ サーバー

と共有の選択の一覧から、ラブラリ サーバーと共有を選択し

ます。 

b 選択したラブラリ サーバー上のバーチャル マシンのパスを

指定するには、[ラブラリ パス] で [参照] をクリックし、

バーチャル マシンを保存するフォルダーに移動します。 

 ユーザー ロールの設定を確認します。設定を変更するには、[前へ] を8.

クリックします。ユーザー ロールを作成するには、[作成] をクリック

します。 

 

SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER 2008 R2 

ライブラリ 

Virtual Machine Manager ラブラリは、Virtual Machine Manager でバー

チャル マシンを作成、構成するために使用するリソースのカタログです。ラ

ブラリにはラブラリ共有上に保存されたフゔルが含まれ、これには、

Virtual Machine Manager データベースに保存されるオペレーテゖング システ

ム、ハードウェゕ、およびテンプレートの構成が含まれます。ラブラリ リ

ソースはラブラリ ビューで追加、作成、使用、および管理されます。 
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ライブラリ リソースの種類 

ラブラリは次の種類のリソースを保存できます。 

 バーチャル ハード デゖスク、バーチャル フロッピー デゖスク、ISO 1.

メージ、スクリプトなどのフゔルベースのリソース。フゔルを 

Virtual Machine Manager で使用するには、ラブラリに追加する必要が

あります。指定したラブラリ共有上のラブラリ サーバーにフゔルを

保存する必要があります。 

 バーチャル マシン テンプレート、ハードウェゕ プロフゔル、およびゲ2.

スト オペレーテゖング システム プロフゔル。これらは、標準とする

バーチャル マシンを作成するためにラブラリ ビューで構成されます。

構成情報は Virtual Machine Manager データベースに保存されますが、

物理構成フゔルは含まれません。 

 使用していないバーチャル マシン。バーチャル マシンはラブラリ 3.

ビューで表示されます。ただし、保存されたバーチャル マシンのフゔル

は新しいバーチャル マシンの作成や構成に使用できないので、ラブラリ

にこれらのフゔルのンデックスは作成されません。 

複数のライブラリ サーバーへのリソースの分散 

Virtual Machine Manager ラブラリには、設定時に Virtual Machine 

Manager サーバー上に作成された 1 つのラブラリ共有が最初に含まれていま

す。複数のサーバーにフゔルベースのリソースを分散させるために、ラブ

ラリ サーバーおよびラブラリ共有を追加できます。 

ライブラリの更新 

ラブラリの更新時に、ラブラリ共有上のフゔルのンデックスが Virtual 

Machine Manager に作成されます。ラブラリの共有にフゔルをコピーした

後は、新しいリソースをすぐに使用できるようにそのラブラリ共有を手動で

更新するか、次の定期的なラブラリ更新まで待ちます。既定では、ラブラ

リ更新は 1 時間ごとに実行されます。管理ビューでラブラリ設定を更新する

ことで、更新間隔を変更することや、自動ラブラリ更新を無効にすることができ

ます。 

ライブラリ ビューでのリソースの表示 

ラブラリ リソースの管理を容易にするため、ラブラリ サーバーをカスタム 
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ラブラリ グループに整理できます。ラブラリ グループはラブラリ サー

バーのプロパテゖです。入力する値ごとに、ナビゲーション ウゖンドウで 1 つ

のフォルダーが作成されます。ラブラリ グループを使用すると、ニーズに適

した方法でラブラリ サーバーを整理できます。ラブラリ サーバーに対して

ラブラリ グループを指定しない場合、そのサーバーは、ラブラリ ビューの

ルート ノードである [ラブラリ サーバー] に追加されます。 

ラブラリ ビューでは、ラブラリで使用可能なすべての種類のリソース (ラ

ブラリ共有上にンデックス作成されたフゔルやデータベース オブジェクトを

含む) を表示するため、標準ナビゲーション ウゖンドウが一部調整されました。

多くのリソースの管理が容易になるように、フゖルターも用意されています。 

ツリーのナビゲーション 

ラブラリ ビューのナビゲーション ウゖンドウには 2 種類のノードが含まれ

ます。ツリーには、ラブラリ サーバーとラブラリ共有が階層表示されま

す。フゔルベースのリソースを表示するには、リソースが含まれるラブラ

リ共有上のフォルダーに移動します。 

ツリーには、ラブラリにンデックスが作成された物理フゔルと関連付けられ

ていないリソースの特別なノードも含まれます。これらのリソースには、データ

ベース オブジェクトであるゲスト オペレーテゖング システム プロフゔル、ハー

ドウェゕ プロフゔル、テンプレート、およびバーチャル ハード デゖスクとバー

チャル マシンの構成フゔルのンデックスがラブラリに作成されていないバー

チャル マシンが含まれます。 

次の表にツリー内の各種類のリソースの場所に関する説明を示します。 

リソースの種類 ナビゲーション ウィンドウの場所 

バーチャル ハード デゖスク、

バーチャル フロッピー デゖスク、

ISO メージ、およびスクリプト 

フゔルを保存するラブラリ共有。 

バーチャル マシン テンプレート テンプレートの基本 .vhd が保存さ

れるラブラリ サーバーの [バー

チャル マシンおよびテンプレート] 

フォルダー。 

保存されたバーチャル マシン テンプレートの基本 .vhd が保存さ

れるラブラリ サーバーの [バー



  

 

70 

チャル マシンおよびテンプレート] 

フォルダー。 

バーチャル マシンの物理フゔル

は、バーチャル マシンの構成と作

成で使用できないのでラブラリに

ンデックス作成されません。 

ゲスト オペレーテゖング システ

ム プロフゔルとハードウェゕ 

プロフゔル 

ナビゲーション ウゖンドウ下部の

プロフゔル ノード。 

 

結果のフィルター処理 

ナビゲーション ウゖンドウでノードを選択した後、次の手順をし使用して、リ

ソースの種類、リソース所有者、およびリソースを Virtual Machine Manager 

に追加した日付に基づいて結果を絞り込むことができます。 

結果ウゖンドウの項目をフゖルター処理するには: 

 ナビゲーション ウゖンドウで、次のいずれかの操作を行います。 1.

a 対象のリソースが含まれるノードに移動します。 

b ラブラリにあるプロフゔル以外のすべてのリソースを表示するに

は、[ラブラリ サーバー] ノードをクリックします。 

 [フゖルタ] で、使用するフゖルター カテゴリ ([種類]、[所有者]、[追加2.

日]) の右端にある矢印をクリックします。カテゴリをクリックすると、カ

テゴリのフゖルターが表示されます。 

 フゖルターを選択するには、そのチェック ボックスをオンにします。 3.

異なるカテゴリのフゖルターを同時に適用することができます。たとえば、

フゖルター処理によって、特定の管理者が前日に作成したすべてのバーチャ

ル マシンとテンプレートを確認できます。 

ライブラリの構成と管理 

ここでは、フゔルをラブラリに追加する方法、ラブラリ共有を追加する

方法という 2 つの一般的なラブラリ構成作業について説明します。 
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ライブラリ共有を追加する 

Virtual Machine Manager では、指定したラブラリ共有に保存されたフゔ

ルのンデックスのみが作成されます。ラブラリ サーバーを追加した後で

サーバー上のラブラリ共有をラブラリに追加または削除するには、[ラブ

ラリ共有の追加] 操作を使用します。 

注: ラブラリ共有を追加すると、共有上のリソースのンデックスが直ちに 

Virtual Machine Manager に作成されます。ただし、後で Virtual Machine 

Manager の外でラブラリ共有にフゔルを追加した場合、新しいフゔルの

ンデックスは次のラブラリ更新まで Virtual Machine Manager に作成され

ません。フゔルのンデックスを直ちに作成するには、ラブラリ共有を手

動で更新します。詳細については、「How to Refresh a Library Share or 

Library Server」を参照してください。 

 

ラブラリ共有をラブラリ サーバーに追加するには: 

 ラブラリ サーバーで、ラブラリ共有として追加するフォルダーを共有1.

します。 

 Virtual Machine Manager 管理者コンソールのラブラリ ビューで、ナ2.

ビゲーション ウゖンドウの [ラブラリ サーバー] を展開し、ラブラリ

に追加する共有が含まれるラブラリ サーバーに移動します。 

 サーバーを選択した状態で、操作ウゖンドウの [ラブラリ サーバー] で 3.

[ラブラリ共有の追加] をクリックします。 

 [資格情報の入力] ページで、ローカル ラブラリ サーバーに対する管理者4.

資格情報を持つドメン ゕカウントを指定します。 

 [ラブラリ共有の追加] ページに、ラブラリ サーバー上で共有されてい5.

る各フォルダーが表示されます。既にラブラリ共有と指定されているフォ

ルダーは選択されています。[ラブラリ共有の追加] ページで、ラブラリ

共有として追加する共有をそれぞれ選択し、[次へ] をクリックします。 

 [サマリー] ページで選択内容を確認し、[ラブラリ共有の追加] をクリッ6.

クします。 

ファイルをライブラリに追加する 

フゔルを Virtual Machine Manager (VMM) で使用するには、VMM ラブ

ラリに追加する必要があります。これを実行するには、フゔルをラブラリ 
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サーバー上のラブラリ共有にコピーし、ラブラリ共有を更新します。 

 

ラブラリ共有をラブラリ サーバーに追加すると、共有上のフゔルのン

デックスが直ちに Virtual Machine Manager に作成され、ラブラリ ビュー

に追加されます。ただし、フゔルを既存のラブラリ共有にコピーした場

合、フゔルは次のラブラリ更新までラブラリに追加されません。次の定

期ラブラリ更新まで待つか、ラブラリ共有を手動で更新することでフゔ

ルのンデックスを直ちに作成できます。 

注: スクリプトを保存すると、バーチャル マシンの作成中、関係するサーバー

とネットワーク トラフゖックのパフォーマンスにバーチャル マシンで使用する

バーチャル ハード デゖスク、バーチャル フロッピー デゖスク、および ISO 

メージが大きく影響する可能性があります。 

次の手順は、フゔルを既存のラブラリ共有に追加し、ラブラリ共有を手

動で更新してフゔルをラブラリに追加する方法です。 

 ラブラリ サーバーで、フゔルを保存先のラブラリ共有にコピーします。 1.

 Virtual Machine Manager 管理者コンソールで、ラブラリ ビューを表2.

示します。 

 ナビゲーション ウゖンドウで [ラブラリ サーバー] を展開し、フゔル3.

をコピーしたラブラリ共有に移動します。 

 ラブラリ共有を選択した状態で、操作ウゖンドウの [ラブラリ共有] で 4.

[更新] をクリックします。 

 共有上のすべてのフゔルのンデックスが直ちに Virtual Machine 5.

Manager に作成され、ラブラリ ビューに追加されます。 

 

PowerShell スクリプトとライブラリ 

Windows PowerShell スクリプトを Virtual Machine Manager ラブラリに

保存すると、そのスクリプトをラブラリ ビューで表示、編集、および実行す

ることができます。 

Virtual Machine Manager 管理者コンソールからスクリプトを実行できるよう

にするには、ローカル コンピューターで Windows PowerShell のスクリプト

作成を有効にする必要があります。既定では、Windows PowerShell でのスク

リプト作成は許可されていません。詳細については、Windows PowerShell で
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「Get-Help about_Signing」と入力してヘルプを参照してください。 

Windows PowerShell スクリプトを Virtual Machine Manager ラブラリか

ら表示または編集するには: 

 ラブラリ ビューで、表示するスクリプトを選択します。 1.

 操作ウゖンドウの [スクリプト] で [PowerShell スクリプトの表示] をク2.

リックします。 

 表示または編集のためのスクリプトのコピーがメモ帳で開きます。[名

前を付けて保存] を使用して新しいスクリプトを同じ共有に保存する

と、スクリプトは次のラブラリ更新時にラブラリに追加されます。 

 既定では、ラブラリ更新は 1 時間に 1 回行われます。それまで待

たずに手動で共有を更新するには、[共有の更新] 操作を使用します。 

Windows PowerShell スクリプトを Virtual Machine Manager ラブラリか

ら実行するには: 

 ラブラリ ビューで、実行するスクリプトを選択します。 1.

 操作ウゖンドウの [スクリプト] で [PowerShell スクリプトの実行] をク2.

リックします。 

 Windows PowerShell ウゖンドウが開き、スクリプトが実行されます。 

 

保存されたバーチャル マシン 

ラブラリに保存されたバーチャル マシンは、複製、展開、修復、または削除

することができます。ラブラリ ビューでは、VMware バーチャル マシンの

構成フゔルをラブラリに追加した後、VMware バーチャル マシンを 

Virtual Machine Manager バーチャル マシンに変換することもできます。 

ライブラリ内のバーチャル マシンの表示 

バーチャル マシンをラブラリに保存すると、そのバーチャル マシンはラブ

ラリ ビューに表示されます。ただし、バーチャル マシンの構成フゔルとバー

チャル ハード デゖスクはラブラリに追加されません。 

ラブラリに保存されているバーチャル マシンを表示するには: 

 特定のラブラリ サーバー上のバーチャル マシンを表示する場合: ナ
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ビゲーション ウゖンドウで [ラブラリ サーバー] を展開し、バー

チャル マシンが保存されているラブラリ サーバーを展開して、

[VM とテンプレート] をクリックします。 

 すべてのバーチャル マシンを表示する場合: ナビゲーション ウゖンドウ

で、[ラブラリ サーバー] をクリックしてラブラリ内のすべてのリ

ソースを表示します。表示をバーチャル マシンに限定するには、[フゖ

ルタ] で [種類] を展開し、[バーチャル マシン] をクリックします。 

バーチャル マシン操作 

ラブラリに保存されているバーチャル マシンに対し、次の操作を実行できます。 

 [バーチャル マシンの変換]: VMware バーチャル マシンを 

Virtual Machine Manager バーチャル マシンに変換するには、

最初に VMware 構成フゔルをラブラリに追加する必要があり

ます。変換はラブラリ ビューで実行されます。 

 [複製]: 既存のバーチャル マシンをベースに新しいバーチャル マシン

を作成します。ラブラリに保存されているバーチャル マシン、また

は停止されている展開済みのバーチャル マシンを複製できます。複製

されたバーチャル マシンのコンピューター名はソースバーチャル マ

シンと同じになります。オペレーテゖング システム設定は変更できま

せん。 

 [展開]: ホストにバーチャル マシンを展開します。 

 [修復]: バーチャル マシンを修復するには、バーチャル マシンを最後

の操作を実行する前の状態に戻して操作を再実行するか、フゔルが見

つからないなどの問題を Virtual Machine Manager の外で解決した場

合は、バーチャル マシンのメタデータを更新して状態を更新します。 

 [削除]: バーチャル マシンを削除し、そのフゔルをラブラリ サー

バーから削除します。 

 

SCVMM 2008 R2 セルフサービス ポータル v2.0 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 

2.0 を使用すると、エンタープラズ データセンターは、エンタープラズ内の部

門にサービスとして IT を提供できます。セルフサービス ポータルは、組織内のグ

ループが独自の IT ニーズに対応しながら、組織が集中管理された物理リソース 

(サーバー、ネットワーク、および関連ハードウェゕ) のプールを管理する手段とし
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て機能します。 

Virtual Machine Manager 2008 R2 の一部として現在使用可能なセルフサービス 

ポータルと同様に、新しいセルフサービス ポータルは、バーチャル マシンを管理

するために Web ベースのユーザー ンターフェスを提供しますが、これは多く

の点で既存のセルフサービス ポータルと異なります。最も重要な相違点の 1 つ

は、バーチャル マシン操作を拡張できることです (データセンター管理者はハード

ウェゕ ベンダーやパートナーと連携して、それぞれの機能や要件に適合するよう

に操作をカスタマズできます)。もう 1 つの相違点は、Web ベースのフォーム

を使用してデータを収集し、手動手順と自動手順の両方をサポートする標準化され

たワークフローが、セルフサービス ポータルに用意されていることです (ンフラ

ストラクチャとそのコンポーネントの準備に必要な時間が短縮され、作成される

ンフラストラクチャの一貫性も確保されます)。 

重要: VMMSSP は既存の VMM 2008 R2 セルフサービス ポータルのゕップグレー

ドではありません。要件に応じて一方または両方のセルフサービス ポータルを展

開および使用できます。 

 

ハードウェア要件 

次の表に単一マシン展開での最小ハードウェゕ要件と推奨ハードウェゕ要件を示し

ます。 

表 2: 単一マシン展開のシナリオで必要なハードウェア 

ハードウェゕ コンポーネント 最小  推奨 

RAM 2 GB 4 GB 

使用可能なハード デゖスク領域 50 GB 50 GB 

 

ソフトウェア要件 
 

セルフサービス ポータル コンポーネントをンストールする前に、次のソフト

ウェゕをコンピューターにンストールして構成します。 

表 3: 単一マシン展開のシナリオで必要なソフトウェア 
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ソフトウェゕ メモ 

オペレーテゖング システ

ム: Windows Server® 

2008 R2 

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition と 

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition がサ

ポートされています。 

Windows Server ン

ターネット ンフォメー

ション サービス (IIS) 

7.0 

Web サーバー ロール (IIS) を追加し、次のロール サー

ビスをンストールする必要があります。 

 静的なコンテンツ 

 既定のドキュメント 

 ASP.NET 

 .NET 拡張機能 

 ISAPI 拡張機能 

 ISAPI フゖルター 

 要求フゖルター 

 IIS 6 メタベース互換 

統合 Windows 認証 (NTLM または Kerberos) を使

用します。匿名認証は無効にします。詳細について

は、IIS ドキュメントの「Windows 認証を設定する 

(IIS 7)」を参照してください。 

IIS v6.0 互換モードを使用します。 

Microsoft .NET 

Framework 3.5 SP1 

 

Windows PowerShell™ 

2.0 

重要: 機能拡張スクリプトに特定の Windows 

PowerShell スナップンが必要な場合は、ツール

キット サーバー コンポーネントのンストール時に

そのスナップンをンストールしてください。 

注: Windows PowerShell の実行ポリシーが 

Restricted に設定されている場合、セットゕップ 

ウゖザードはそれを AllSigned に変更します。 

Microsoft メッセージ 

キュー 

次のコンポーネントがンストールされている必要が

あります。 

 メッセージ キュー サービス 

 デゖレクトリ サービス統合 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754628(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754628(WS.10).aspx
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VMM 2008 R2 管理者 

コンソール 

 

SQL Server 2008 SQL Server 2008 Enterprise (64 ビット) と SQL 

Server 2008 Standard (64 ビット) がサポートされ

ています。 

Windows SharePoint 

Services 3.0 SP2 

レポート ダッシュボードをンストールする場合の

み必要です。 

 

セルフサービス ポータルのインストール 

セルフサービス ポータル セットゕップ ウゖザードにより、3 つのツールキット 

コンポーネントがすべてンストールされます。 

重要: セルフサービス ポータル コンポーネントをンストールするには、目的の

コンピューターの管理者のゕクセス許可が必要です。また、SQL Server を実行す

るコンピューターでローカル Administrators グループのメンバーであること、お

よびデータベースをンストールする SQL ンスタンスの sysadmin 権限を持っ

ていることが必要です。 

セルフサービス ポータルの単一マシンへのインストール 

セットゕップ ウゖザードを実行すると、1 つの物理コンピューターまたはバー

チャル マシンに 3 つのコンポーネントをすべて同時にンストールできます。ま

た、VMMSSP の Web サト コンポーネントとサーバー コンポーネントを個々の

コンピューターまたはバーチャル マシンに分けてンストールすることもできま

す。VMMSSP サーバー コンピューターをンストールすると、VMMSSP データ

ベースが自動的に作成されます。 

VMMSSP Web サト コンポーネントは、ンストールされるとデータベースに

接続します。セットゕップ ウゖザードを 2 回実行することで、セルフサービス 

ポータル コンポーネントは 3 つの物理コンピューターまたはバーチャル マシンに

分散できます。セットゕップ ウゖザードは、サーバー コンポーネントを実行する

コンピューターと、VMMSSP Web サト コンポーネントを実行するコンピュー

ターでそれぞれ 1 回ずつ実行します。コンポーネントをンストールする前に、

コンピューターが最小ハードウェゕ要件を満たしていること、およびすべての前提

ソフトウェゕがンストールされていることを確認してください。ツールキット 

サーバー コンピューターをンストールすると、ツールキット データベース コン
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ポーネントが自動的にンストールされます。ツールキット ポータル コンポーネ

ントは、ンストールされるとデータベースに接続します。 

必要なサービス アカウントのセットアップ 

VMMSSP のサービス ゕカウントとして機能する、ドメンの標準ユーザー ゕカウ

ントを作成します。このユーザー ゕカウントには次のパスワード属性をオンにす

る必要があります。 

 [パスワードを無期限にする] 

 [ユーザーはパスワードを変更できない] 

パスワードは記録して、安全な場所に保存してください。 

ツールキット コンポーネントを単一コンピューターにインストールするには 

 ローカルの管理者権限を持つゕカウントで単一サーバーにログオンします。 1.

a [スタート] メニューで [プログラム]、[ゕクセサリ] の順にポン

トし、[コマンド プロンプト] を右クリックして [管理者として実

行] をクリックします。 

b プロンプトが表示されたら、[続行] をクリックします。 

c コマンド プロンプトで、現在のデゖレクトリを抽出フゔルの場

所に変更し、「setupVMMSSP.exe」と入力して Enter キーを押

します。 

 ンストール プロセスを開始するには、SetupVMMSSP.exe フゔルを2.

実行します。 

 [Welcome] ページで、[Install] をクリックします。 3.

 使用許諾契約を確認して同意し、[Next] をクリックします。 4.

 [VMMSSP server component] チェック ボックスと [VMMSSP Website 5.

component] チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。 

 [Check Prerequisites] ページで、ウゖザードが前提条件を確認するまで6.

待ち、結果を確認します。見つからない前提条件がある場合は、指示に従

います。すべての前提条件を満たしたら、[次へ] をクリックします。 

 既定のンストール場所を変更するかそのまま使用して、[次へ] をクリッ7.

クします。 

 次の手順を使用してツールキット データベースを構成します。 8.
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a [Database server] に、新しいツールキット データベース (または既

存のツールキット データベース) をホストするデータベース サー

バーの名前を入力するか、[Get Instances] をクリックして既存の 

SQL ンスタンスを列挙します。 

b [SQL Server instance] に、新しいツールキット データベース (また

は既存のツールキット データベース) を管理する SQL Server ンス

タンスの名前を入力します。 

o 注: この時点で、SQL Server への接続確立に関連したエラーが

表示される可能性があります。その場合は、SQL Server でセ

キュリテゖが強化された Windows フゔゕウォールを使用し

て、着信 SQL 接続を許可するプログラム例外を作成します。

詳細については、以下を参照してください。

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771477(WS.10).aspx 

c [Port] に、着信と送信の通信で SQL Server ンスタンスが使用す

るポート番号を入力します。この値をブランクのままにすると、セッ

トゕップ ウゖザードによって既定のポート 1433 に設定されます。 

d [Credential] で、データベースが着信通信で使用する認証の種類 

(Windows 認証または SQL Server 認証) をクリックします。 

e [SQL Server authentication] をクリックした場合は、データベース

のゕクセスに使用する SQL Server ゕカウントのユーザー名とパス

ワードを入力します。 

f ツールキットに新しいデータベースを作成させる場合 (初めてセット

ゕップ ウゖザードを実行している場合など) は [Create a new 

database] をクリックします。 

o 重要: 初めてツールキットをンストールしている場合は、新しい

データベースを作成するオプションを選択する必要があります。 

o 注: ツールキットのデータベース名は DITSC です。変更はでき

ません。 

g ツールキットで既存のデータベースを使用するには、[Connect to 

an existing database] をクリックします。DITSC データベースが

選択されます。変更はできません。 

h ツールキット データベースの構成が終了したら、[次へ] をクリック

します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771477(WS.10).aspx
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 VMMSSP ドメン サービス ゕカウントのユーザー名、パスワード、およ9.

びドメンを入力し、[Test account] をクリックしてこのゕカウントが機

能することを確認します。終了したら、[次へ] をクリックします。 

 [Configure the VMMSSP Server and Website Components] ウゖンド10.

ウで、ツールキット ポータル コンポーネントがサーバー コンポーネント

と通信するために使用する設定を入力します。次の設定が含まれます。 

a サーバー コンポーネントを実行するコンピューターの名前 

b TCP エンドポントのポート番号 (既定は 8000) 

終了したら、[次へ] をクリックします。 

o ツールキット サーバー コンポーネントは、クラゕント要求

を受信するために TCP エンドポント ポートを使用します。

WCF サービスは、ツールキット サービス メタデータの公開の

ために HTTP エンドポント ポートを使用します。メタデー

タは HTTP プロトコルと GET 要求を使用して取得します。

WCF エンドポントの詳細については、MSDN ラブラリの

「Windows Communication Foundation の基本概念」を参照

してください。 

 [Datacenter administrators] ボックスに、ツールキットを管理させるゕ11.

カウントのユーザー名を入力します。ツールキット ポータルでは、指定し

たユーザーが DCIT 管理ロールのメンバーになり、ツールキットに対する

完全な管理ゕクセス許可を持ちます。 

o 改行コード (CR) を使用して複数のゕカウントを区切らないでく

ださい。複数のゕカウントはコンマで区切る必要があります。 

 [次へ] をクリックします。 

 次の手順を使用して、ツールキット ポータルの IIS Web サトを構成します。 12.

a [Web site name] に、IIS でツールキット ポータル Web サトに

使用する名前を入力します。 

b [Port number] に、IIS でツールキット ポータル Web サトに使

用するポート番号を入力します。 

c [Application pool name] に、ツールキット ポータル コンポーネ

ントが使用するように構成したゕプリケーション プールの名前を入

力します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms731079.aspx
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VMMSSP ドメンサービス ゕカウントのユーザー名、パスワー

ド、およびドメンを入力し、[次へ] をクリックします。 

 [Install the components] ページで、選択した設定を確認し、[Install] 13.

をクリックします。確認を求められたら、[はい] をクリックします。 

 ンストールが終了したら、[閉じる] をクリックします。 14.

 次に、リモート コンピューターからの SSP Web サトへの接続を許可す15.

るため、セルフサービス ポータル サーバーで強化された Windows フゔ

ゕウォール MMC を使用して、手順 12(b) で指定したポート番号を開く

必要があります。ポート規則を作成する方法については、次の記事を参照

してください: http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/cc771477(WS.10).aspx 

IIS 構成を完了する 

 IIS マネージャーの起動 1.

 認証への移動 2.

 匿名認証の無効化と Windows 認証の有効化 3.

 
 

ポータル統合のために SCVMM を準備する 

 VMMSSP サービス ゕカウントを SCVMM 管理者ロールに追加します。1.

SCVMM ユーザー ロールの詳細については、このガドの「管理の委任 

(ロール ベース セキュリテゖ)」を参照してください。 

 VMMSSP によって使用されるすべてのテンプレートのハードウェゕ プロ2.

フゔルからバーチャル NIC を削除します。VMMSSP は必要な NIC をす

べて作成し、その場で追加します。SCVMM テンプレートの詳細について

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771477(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771477(WS.10).aspx
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は、このガドの SCVMM テンプレートに関するセクションを参照してく

ださい。 

セルフサービス ポータルの構成 

 [Settings] タブに移動し、[Configure Datacenter Resources] をクリッ1.

クします。 

 [VMM Server] に、Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2.

(VMM) サーバーの完全修飾ドメン名を入力します。セルフサービス 

ポータルは VMM サーバーに問い合わせてバーチャル マシン操作を実行

し、ホスト グループ、ラブラリ サーバー、ラブラリ共有、および

バーチャル マシン テンプレートの一覧を取得します。 

注意: ンフラストラクチャのプロビジョニングを開始した後は、VMM 

サーバー構成を変更しないでください。そのような変更を行う場合は、必

ず VMM の回復計画を用意してください。この変更によって DDTK サービ

スの再開が必要になり、セルフサービス ポータルが要求やジョブを処理す

る機能が中断されます。 

 [Devices] セクションで、データセンター内のサーバー以外のデバスの3.

一覧を作成します (現在、SAN とロード バランサーがデバスとしてサ

ポートされます)。ここに表示されるデバスは、サービスとサービス 

ロールを構成する際に選択できるものです。サーバー以外のデバスの構

成の詳細については、次の節を参照してください。 

 [Networks] セクションで、部門ンフラストラクチャに対して使用可能4.

なネットワークの一覧を作成します。 

重要: これらのネットワークをセルフサービス ポータルで一覧するには、

データセンターで構成する必要があります。 

 [Active Directory] セクションの [Domain Names] に、部門ンフラス5.

トラクチャで使用可能なドメンの完全修飾ドメン名を入力します。名

前はコンマで区切ります (例: africa.woodgrove.com, 

asia.woodgrove.com)。 

重要: これらのドメンをセルフサービス ポータルで一覧するには、

Active Directory ドメン サービスで構成する必要があります。 

 予約済みメモリ リソースのコストを構成する場合は、[Quota Costs] セク6.

ションの [Memory Cost] に、1 日の GB あたりのコストを入力します。 
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これは部門がデータセンターのメモリ リソースに対して要求される既定の

コストで、リソースは割り当てられいますが使用中ではありません。ある

部門がバーチャル マシンを作成すると、セルフサービス ポータルは、各

バーチャル マシンによって消費されるメモリをサービス メモリ クォータ

から差し引きます。この手順で設定したコストは、クォータ内の残りの未

使用メモリに適用されます。 

 予約済み記憶域リソースのコストを構成する場合は、[Quota Costs] セク7.

ションの [Storage Cost] に、1 日の GB あたりのコストを入力します。 

これは部門がデータセンターの記憶域リソースに対して要求される既定の

コストで、リソースは割り当てられいますが使用中ではありません。ある

部門がバーチャル マシンを作成すると、セルフサービス ポータルは、各

バーチャル マシンによって消費される記憶域をサービス記憶域クォータか

ら差し引きます。この手順で設定したコストは、クォータ内の残りの未使

用記憶域に適用されます。 

 [Environment] セクションで、部門ンフラストラクチャに対して使用可8.

能な環境の種類一覧を作成します。 

サービスのプロビジョニングには、そのサービスと環境との関連付けも含

まれます。環境を使用して、使用状況に応じてサービスを分類できます。

たとえば、開発、テスト、運用などとして環境を定義し、これらの環境を

使用してサービスのために使用するリソースを決定できます。また、異な

る環境に対して異なるホスト グループやネットワーク構成を指定し、環境

に基づいて異なる予約コストを要求できます。 

 終了したら、[Save and Close] をクリックして情報を保存し、[Settings] 9.

タブに戻ります。 

デバイス (SAN またはロード バランサー) を使用するようポータルを構成

する 

 [Settings: Datacenter Management] フォームの [Devices] セクション1.

で、[Add Device] をクリックするか、既存のデバス一覧の隣にある 

[Edit] ゕコンをクリックします。 

 [Add a new device] ダゕログ ボックスの [Device Name] に、デバ2.

スを識別する名前を入力します。 

 [Connection String] に、セルフサービス ポータルがデバスを識別して通3.

信するために使用する文字列を入力します。デバス ベンダーから提供さ
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れている場合は、VMMSSP の統合に関するガドを参照してください。 

 [Device Type] 一覧をクリックしてデバスの種類 (SAN またはロード 4.

バランサー) を選択します。 

 終了したら、[Submit] をクリックして情報を保存し、[Settings: 5.

Datacenter Management] フォームに戻ります。 

 

ポータルでネットワークを構成する 

静的 IP アドレスを使用するネットワークを追加または編集するには 

 [Add/Edit a network] ダゕログ ボックスを開くには、次のいずれかの1.

操作を行います。 

 [Settings: Datacenter Management] フォームの [Network] セク

ションで、[Add Network] をクリックするか、既存のネットワーク

一覧の隣にある [Edit] ゕコンをクリックします。 

 [Edit Service: <サービス名>] フォームの [Service Networks] セク

ションで、[Add Network] をクリックするか、要求されたネット

ワーク一覧の隣にある [Edit] をクリックします。このオプションは 

DC 管理者にのみ使用可能です。 

 [Network Name] に、新しいネットワークの名前を入力します。 2.

 [Hyper-V Network Name] にネットワークの接続先の仮想スッチを識3.

別するために Hyper-V が使用する名前を入力します。 

 バーチャル マシンをこのネットワークに接続して Active Directory ドメン4.

に参加させる場合は、[Connected to the corporate network] をクリックし

ます。 

 ネットワークへの接続に VLAN が必要な場合は、[Connect to Virtual 5.

LAN] をクリックし、[VLAN ID] ボックスにネットワークの一意の ID を

入力します。 

 [IP Address] で [Static IP] をクリックします。 6.

 [Start IP Address] にネットワークが使用する IP ゕドレス範囲の開始ゕ7.

ドレスを入力します。 

 [End IP Address] にネットワークが使用する IP ゕドレス範囲の終了ゕド8.

レスを入力します。 
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 [Subnet Mask] にネットワークのサブネット マスクに使用する値を入力9.

します。 

 [Default Gateway] にネットワークのゲートウェ サーバーの IP ゕドレ10.

スを入力します。 

 [DNS Server] にネットワークの DNS サーバーの IP ゕドレスを入力します。 11.

 終了したら、[Submit] をクリックして情報を保存し、[Settings: 12.

Datacenter Management] フォームに戻ります。サービスのプロビジョ

ニング中であれば [Edit Service: <サービス名>] フォームに戻ります。 

動的 IP アドレスを使用するネットワークを追加または編集するには 

 [Add/Edit a network] ダゕログ ボックスを開くには、次のいずれかの1.

操作を行います。 

 [Settings: Datacenter Management] フォームの [Network] セク

ションで、[Add Network] をクリックするか、既存のネットワーク

一覧の隣にある [Edit] ゕコンをクリックします。 

 [Edit Service: <サービス名>] フォームの [Service Networks] セク

ションで、[Add Network] をクリックするか、要求されたネット

ワーク一覧の隣にある [Edit] をクリックします。このオプションは 

DC 管理者にのみ使用可能です。 

 [Network Name] に新しいネットワークの名前を入力します。この名前2.

は、Hyper-V ホストでネットワーク用に構成された名前と同じである必要

があります。 

 ネットワークが Active Directory に接続できる場合は、[Domain-joined] 3.

をクリックします。 

 ネットワークが VLAN の場合は、[Enable virtual LAN identification] をク4.

リックし、[VLAN ID] ボックスにネットワークの一意の ID を入力します。 

 [Address type] で [Dynamic] をクリックします。 5.

 終了したら、[Submit] をクリックして情報を保存し、[Settings: 6.

Datacenter Management] フォームに戻るります。サービスのプロビジョ

ニング中であれば [Edit Service: <サービス名>] フォームに戻ります。 

ポータルを使用して環境を追加または編集する 

 [Settings: Datacenter Management] フォームの [Environment] セク1.
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ションで、[Add Environment] をクリックするか、既存の環境一覧の隣

にある [Edit] ゕコンをクリックします。 

 [Add Environment] ダゕログ ボックスの [Name] に新しい環境の名前2.

を入力します。 

 終了したら、[Submit] をクリックして情報を保存し、[Settings: 3.

Datacenter Management] フォームに戻ります。 

環境名は、ンフラストラクチャやサービスを要求する際にユーザーに提示されま

す。また、環境名は拡張エンジンにランタム変数として提供されます。 

セルフサービス ポータルで使用するためにテンプレートを構成する 

この節の手順を使用して、バーチャル マシン テンプレートと連携するようにセル

フサービス ポータルを構成し、チャージバック モデルをサポートするようにバー

チャル マシン テンプレートを構成します。 

重要: この手順を使用する前に、System Center Virtual Machine Manager 

(VMM) でバーチャル マシン テンプレートを構成しておく必要があります。 

 [Settings: Virtual Machine Templates] ページに移動するには、1.

[Settings] タブで [Configure Virtual Machine Templates] をクリック

します。 

 必要に応じて、バーチャル マシン テンプレートのンベントリを変更し2.

ます。次に例を示します。 

 テンプレートを VMM からンポートするには、[Import Templates] 

をクリックします。詳細については、「VMM からのバーチャル マシ

ン テンプレートのンポート」を参照してください。 

 テンプレートをセルフサービス ポータルから削除するには、テンプ

レートをクリックし、[Remove] をクリックします。 

 テンプレートのチャージバック コストを編集するには、編集するテン

プレートの [Cost] フゖールドをクリックし、現在のコストを削除し

て新しいコストを入力します。 

 終了したら、[Save and Close] をクリックして情報を保存し、[Settings] 3.

タブに戻ります。 

VMM からのバーチャル マシン テンプレートのインポート 

 [Settings: Virtual Machine Templates] ページの右ウゖンドウで、1.
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[Import Template] をクリックします。 

 [Import Virtual Machine Templates] ページで、[Select library server] 2.

一覧からラブラリ サーバーをクリックします。[Select library share] 

一覧で、選択したラブラリ サーバーと関連付けられた共有の一覧からラ

ブラリ共有をクリックします。 

 [Search] をクリックします。 3.

a 注: セルフサービス ポータルは、選択したサーバーと共有でその共有

上のすべてのテンプレートを検索します。 

 [Virtual Machine Template(s)] 一覧で、ンポートするテンプレートを4.

選択します。 

 選択したテンプレートをセルフサービス ポータルにンポートするには、5.

[Add Selected] をクリックします。 

 テンプレートをンポートした後、[Settings: Virtual Machine 6.

Templates] ページを使用してテンプレート コストを構成します。 

 

セルフサービス ポータル 2.0 ダッシュボード 

Microsoft® System Center Virtual Machine Manager セルフサービス ポータル 

(VMMSSP) ダッシュボードは Windows® SharePoint® Services ベースのゕプリ

ケーションで、1 つの Web ページで複数のセルフサービス ポータルの統計情報ビ

ューを提供します。ユーザーは円グラフ、グラフ、または Dundas ゲージ形式で

データを表示できます。 

VMMSSP ダッシュボードは、一元化された ンフラストラクチャ、リソース、

バーチャル マシン、およびチャージバック データのビューを提供することで 

Virtual Machine Manager 2008 R2 セルフサービス ポータル 2.0 を補完します。

これらの各領域に対し、ダッシュボードは詳細なステータス情報も提供します。

VMMSSP ダッシュボードは、IT マネージャーが意思決定、サービス コストの削

減、データセンターの全体的な生産性向上のために必要とする情報を提供します。 

ダッシュボードは Windows SharePoint Services をベースに構築されているの

で、ユーザーはセルフサービス ポータルを使用しなくてもゕクセスできます。 

セルフサービス ポータル 2.0 ダッシュボード の要件 

次の表は VMMSSP ダッシュボードのソフトウェゕ要件です。 
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表 4: VMMSSP ダッシュボードのソフトウェア要件 

インフラストラクチャ リソース 

オペレーテゖング  

システム 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager セル

フサービス ポータル 2.0 の要件を参照してください。 

ソフトウェゕ 
 Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager セルフサービス ポータル 2.0  

 Windows SharePoint Services 3.0 SP2 または 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2 

注: Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2 

は Windows SharePoint Services 3.0 の代替とし

てサポートされます。Microsoft Office SharePoint 

Server 2010 はサポートされません。 

 Microsoft SQL Server® 2008 

注: SQL 2005 を使用することもできます。た

だし、パフォーマンスが向上されているので 

SQL Server 2008 の使用をお勧めします。 

重要: SQL Server Embedded Edition 

(Windows SharePoint Services と Microsoft 

Office SharePoint Server ンストールの既定

のデータベース) ではなく、SQL Server の完全

ンストールを使用してください。SQL Server 

Embedded Edition では、SharePoint コンテ

ンツ データベースが VMMSSP ダッシュボード 

セッション データベースを保存するために必要

な機能がサポートされません。 

 Microsoft .NET Framework 3.5  

ブラウザー  Microsoft Internet Explorer® 7.0 以降 

セルフサービス ポータル 2.0 ダッシュボードのインストール 

VMMSSP ダッシュボードは、Windows SharePoint Services 3.0 SP2 または 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2 を実行するサーバーにンストー

ルします。ゕプリケーションをンストールするサーバーの管理者特権が必要にな

ります。 
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注: セットゕップ ウゖザードは、VMMSSP ダッシュボードのンストール先が単

一サーバー環境か複数サーバー環境かを自動的に検出し、それに応じてダッシュ

ボードをンストールします。 

 

VMMSSP ダッシュボードをインストールするには: 

 SetupVMMSSPDashboard.zip フゔルをコンピューターにダウンロード1.

します。 

 SetupVMMSSPDashboard.msi フゔルを、ダウンロード中に指定した2.

場所から Windows SharePoint Services 3.0 の全体管理がンストール

されている Windows SharePoint Services サーバーにコピーします。 

 ンストール プロセスを開始するには、ンストールを実行するログオン 3.

ユーザーが次のゕクセス許可を持つことを確認します。 

a ドメン管理者グループのメンバー 

b SQL Server データベース サーバーの SQL DBO (新しいセッション 

データベース作成のため) 

c SharePoint フゔーム管理者 

注: サト所有者ログオン用にログオンしたユーザー ゕカウントと同

じゕカウントを使用してください。 

 msi フゔルを実行します。 4.

a Windows SharePoint Services サーバーの [スタート] メニューで 

[プログラム]、[ゕクセサリ] の順にポントし、[コマンド プロンプ

ト] を右クリックして [管理者として実行] をクリックします。 

b プロンプトが表示されたら、[続行] をクリックします。 

c コマンド プロンプトで、ンストールする msi フゔルの場所に現

在のデゖレクトリを変更し、次のコマンドを入力します。 

d Msiexec /I SetupVMMSSPDashboard.msi /L*V setup.log 

 セットゕップ ウゖザードの手順に従います。次の情報を入力する必要があ5.

ります。 

 

表 5: セルフサービス ポータル 2.0 セットアップ ウィザードで必要になる情報 
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ユーザー入力パ

ラメーター 

説明 形式 

Application 

Pool Identity 

以下で使用するドメン 

ユーザー ゕカウント 

 ンターネット 

ンフォメーション 

サービス (IIS) で使

用するゕプリケー

ション プール ID  

 VMMSSP データ

ベースで使用する

ユーザー資格情報 

ドメン\ユーザー名 

Password VMMSSP ダッシュボード

のユーザー名に対応した

パスワード 

 

VMMSSP 

Database 

Server Name 

VMMSSP データベースを

実行するサーバー 

サーバ名\ンスタンス名 

データベースが SQL Server の

既定のンスタンスに接続され

る場合は、このプロパテゖでは

サーバー名のみ指定します。 

VMMSSP  

Databese 

Name 

VMMSSP データベースの

名前 (既定では DITSC)  

DITSC 

Site Owner 

Logon 

SharePoint サト所有者

のユーザー ゕカウント 

ドメン\ユーザー名 

Site Owner E-

mail Address 

SharePoint サト所有者

の電子メール ゕドレス 

email@contoso.com 
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SharePoint 

Database 

Server Name 

SharePoint データベース

を実行するサーバー 

サーバー名\ンスタンス名 

データベースが SQL Server の

既定のンスタンスに接続され

る場合は、このプロパテゖでは

サーバー名のみ指定します。 

Session 

Database 

Name 

SharePoint コンテンツ 

データベースの名前 

データベース名 

VMMSSP 

Dashboard 

URL 

ンストール ウゖザード

によって作成される既定

のダッシュボード ページ

の URL。 

サーバー名として 

localhost ではなく、サー

バー IP ゕドレスの実際の

名前を使用してくださ

い。localhost を使用した

場合、ユーザーが他のコ

ンピューターからダッ

シュボードにゕクセス歳

に http://<サーバー名

>:<ポート番号> を参照

できない可能性がありま

す。その場合は、

http://<サーバー名>:<

ポート番号

>/Default.aspx を使用す

る必要があります。 

http://<サーバー名>:<ポート

番号> 

例: http://servername:12345 

 

 

ンストール プロセスが完了したことを知らせるメッセージが表示されたら、

[Finish] をクリックします。 
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追加リソース 

サーバー仮想化の展開を成功させるためのその他のリソースを以下に示します。 

Microsoft ソリューション アクセラレータ 

マクロソフトでは、展開、計画、および運用に関する IT の問題を解決するため

に役立つツールおよびガダンスを提供しています。これらは無償で提供され、完

全にサポートされます。 

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit  

Windows Server 2008 R2 Hyper-V およびゕプリケーション仮想化の仮想化候補

を判断するために、ネットワーク経由でンベントリを収集し、ゕセスメントを行

うツールです。顧客が現在 VMware を実行している場合、VMware 上で既に仮想

化されたサーバーを System Center Virtual Machine Manager を使って管理した

り Hyper-V への移行が可能なものを識別するための VMware 検出機能も含まれて

います。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee423691.aspx 

Offline Virtual Machine Servicing Tool 3.0 

Offline Virtual Machine Servicing Tool 3.0 には、オフランの仮想化されたマシン

を IT ンフラストラクチャに脆弱性を持ちこむことなく最新状態に維持するため

の、無償のテスト済みのガダンスと自動化ツールがあります。ツールは Windows 

ワークフロー プログラミング モデルを Windows PowerShell™ ンターフェス

と組み合わせて、バーチャル マシンのグループを自動的にオンランにし、最新の

セキュリテゖ更新プログラムを適用して、オフラン状態に戻します。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx (英語情報) 

仮想化用 Infrastructure Planning and Design ガイド 

『仮想化用 Infrastructure Planning and Design ガド』の計画ガダンスに従

って、仮想化ンフラストラクチャの設計プロセスを効率化します。各ガドは、

固有の仮想化ンフラストラクチャ テクノロジまたはシナリオに対応し、使用で

きるオプションによって対処される重要なゕーキテクチャ決定を紹介し、設計に関

する決定を検証してソリューションでビジネスと IT 関係者の両方の要件を満たす

ための手段について説明します。 

詳細情報: http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/ee395429.aspx 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee423691.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/ee395429.aspx
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Microsoft.com 

上記のリソースに加えて、http://www.microsoft.com/japan にゕクセスして、

Microsoft サーバー仮想化テクノロジの提供に関するリソースを検索してください。 
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